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ようこそ

おはようございます。 そして、カルバリーチャペル岩国へようこそ。 祈りによって
主を求め、賛美によって主を礼拝し、神の言葉を通して主の声を聞くために、皆さ
んと一緒にここに集うことができて、とてもうれしいです。 

いつものように、主が私たちと共にいてくださり、私たちの中で動いてくださるこ
とを信じ、期待に胸を膨らませて臨みたいと思います。私達に働きかけてください
ますように、私たちが主に近づき、主も私たちに近づいてくださいますように。

新しく参加される方、ネットで参加される方を歓迎します。

先に進む前に、小さな子供たちを日曜学校の教室に送り出しましょう。 

子供たちが出て行く間に、イエスキリストの生涯と宣教についてのすばらしい話を
１節ずつ学ぶために、皆さんはルカの福音書を開いてください。 

先週は、荒野での誘惑について書かれた４章の最初の部分を見ていきました。 イエ
スは、40日間の断食と誘惑に耐え、悪魔がイエスを陥れようとするのに抵抗し、神
の霊と神の言葉に頼って乗り越えられました。

今週は、４章の前回の続きのところから始めます。 

今朝の聖書の箇所は、14節から始まり30節まで行きます。 今朝の学びのタイトル
は、「メシアの働き」です。  

皆さん、ついてこられていますか？　用意ができたら、神と神の言葉をたたえて、
お立ちください。今朝の聖書の箇所をお読みしますので、がんばって皆さんもご自
分の聖書でついてきてださい。 ルカは、14節で次のように話を続けています。 

おさらいと紹介

今日は、ルカの福音書を学ぶ上で重要な節目の日です。 ルカは、イエスの宣教の準
備に関する多くの背景情報や詳細を説明し終えましたが、今日の箇所では、ルカは
イエスの日々の公宣教に焦点を当て始めます。

本文を読むと、ルカはイエスが2つの異なる場所で宣教し、その場所でイエスが受け
た2つの異なる反応について語ることから始めることにしたことがわかります。

今日の箇所の最初の部分では、14節と15節のとこで、ガリラヤでのイエスの受け入
れに注目しています。

次の部分では、ナザレでおこったイエスの拒絶が16-30節に書かれています。

それぞれのパートでは、イエス・キリストの働きについて様々なことを記し、自分
の人生に生かしていくために、自分では得られないものを見ていきます。 

それでは、14節から「ガリラヤでのイエスの受け入れ」を見ていきましょう。



ルカの福音書4章14節「ガリラヤでのイエスの受け入れ」その1

さて、ここで注目すべきは、ルカは必ずしもイエス・キリストの生涯と宣教を年代
順に並べているわけではないということです。 

ルカはイエスのこのガリラヤでの公の宣教を強調していますが、ヨハネの福音書で
は、イエスが公の宣教をユダヤの地域で始め、あちこちの地域を旅したことが分
かっています。 

ヨハネの福音書の1章35節から4章42節に書かれている出来事は、ルカがルカの福音
書の4章に記録していることよりも前に起こっています。 

最初の弟子たちの集まり、水をぶどう酒に変えたイエスの最初の公の奇跡、エルサ
レムの神殿の最初の宮清め、夜に行われたニコデモへのイエスの証し、サマリアの
井戸の女へのイエスの宣教など、これらの出来事をルカは省略して、ガリラヤでの
イエスの宣教に私たちの注意を向けさせています。 

ルカがなぜこのようなことをするのか具体的には書かれていませんが、おそらくル
カの一般的な読者層と関係があるのではないかと思います。 ルカは異邦人やギリ
シャ人に向けて書いているので、イエスはユダヤ人のためだけではなく、異邦人の
ためでもあるということをしっかりと伝えたいのです。

ガリラヤは、異邦人が多く住む場所でした。 また、イザヤ書のメシアに関する預言
の一つにも登場します。 

イザヤ9：1-2には、しかしながら、暗闇と絶望の時代は、いつまでも続くわけでは
ありません。もうすぐ、ゼブルンの地とナフタリの地は神からの辱しめとさばきを
受けますが、将来は、海沿いの道、外国人の住むガリラヤ、ヨルダン川の東の地
は、神の栄光でまぶしいほどになります。

暗がりを歩いていた人たちは大きな光を見ます。

つまり、異邦人へのガリラヤ地方でのイエスの宣教は、このイザヤ書のメシアの預
言の成就なのです。 

ルカは、イエスが聖霊の力でガリラヤに戻ったことを伝えています。

これは注目すべきことで。 これまでのルカの福音書を通した学びの中で、イエスが
いかに聖霊に満たされ、聖霊に導かれたかはすでに述べましたが、ここでは、イエ
スがいかに聖霊によって力づけられたかについても書かれています。 

聖霊の人格と働きは、ルカがその福音書の中で強調していることです。 4章まで
に、聖霊がイエスの生涯の中でどのように働かれ、イエスを満たし、導き、力を与
えられたかを記しています。 

そして、私たちクリスチャンにも、それと同じ特権があります。 



私たちも聖霊に満たされることができるのです。

パウロはこう書いています。「酒を飲みすぎてはいけません。そこには多くの悪が
潜んでいるからです。むしろ、御霊に満たされ、支配していただきなさい。酒を飲
みすぎてはいけません。そこには多くの悪が潜んでいるからです。むしろ、御霊に
満たされ、支配していただきなさい。」（エペソ5：18）

私たちもまた聖霊に導かれることができるのです。

パウロは、「神の御霊によって導かれる者はだれでも、神の子どもだからです。」
（ローマ8：14）と書いています。

そして、私たちも聖霊によって力を与えられるのです

ルカは、使徒行伝の中で、イエスご自身の言葉「しかし、聖霊があなたがたに下る
時、あなたがたは大きな力を受け」（使徒行伝1：8a）を記録しています。

イエスと聖霊との同じ関係を、私たちが日々主と共に歩むときにも手に入れること
ができます。 

私たちが悔い改めてキリストに信仰を置いたとき、私たちは救われ、その瞬間に聖
霊が来て、私たちの中に住んでくださいました。 私たちには神の霊が宿っていま
す。 

しかし、私たちのすべてが聖霊の存在を利用しているわけではありません。 私たち
は聖霊に満たされていますが、いつも聖霊に案内してもらい、導かれているわけで
はありません。 私たちを力づけてもらうためや、日々必要なものために強めてもら
うために聖霊に頼っていないのです。 

私の願いは、私たち皆がイエスのようになることです。 それは、神の聖霊によって
満たされ、導かれ、力を与えられるということです。 

「でも、どうすればいいんだろう？ どうすれば聖霊に導かれ、力を与えてもらえる
のだろう？」と思う人もいます。 

聖書によると、「その方、すなわち、真理の霊が来ると、あなたがたを導いて真理
をことごとく悟らせる。」 (ヨハネの福音書16:13a)　とあります。

また、神の言葉が真理であることも知っています。 (ヨハネの福音書17:17b)

ですから、神の御言葉に触れれば触れるほど、聖霊が動く機会が増えるのです。

しかし、御霊の働きを操ろうとすることには危険が伴います。聖霊は、御自身が望
まれるように動き、働かれます。 

最も重要なのは、聖霊が導き、指導し、力を与えてくださることに対する心構えと
喜んで受け入れることだと思います。 

聖霊の声を聞きたければ、まず耳を傾ける準備をする必要があります。 ですから、
主を待ち望み、主を求め、御言葉や祈りの時を通して主が語ってくださるようにし



てください。 あなたが主に身をゆだねるとき、主は忠実にあなたを導いてください
ます。

今日の箇所に戻ります。 イエスはガリラヤに戻り、聖霊の力を受けました。その地
域でさまざまな驚くべきことをされ、その知らせは瞬く間に全地域に広がりまし
た。

ルカ4:15「ガリラヤでのイエスの受け入れ」#2

イエスはガリラヤの周辺地域に行くと、しばしば立ち寄り、地元の会堂で教えられ
ました。 

会堂とは、バビロン捕囚時代に、神殿での祈りや礼拝、勉強、奉仕活動に集まれな
いユダヤ人のために作られたものでした。

国外追放から戻った後も、ユダヤ人たちは地元の会堂の運営を続け、ほとんどのユ
ダヤ人の村や町、都市で日常的に見られるようになりました。 

通常、会堂の礼拝では、祈り、律法と預言者からの朗読が行われ、その朗読に関す
る説明や教えが行われました。 朗読の説明や教えは、旅途中に会堂を訪れている特
別なゲストに任されることも多かったです。 礼拝の最後には、さらに祈りが捧げら
れ、おそらくいくつかの詩篇が歌われました。

このように、イエスはガリラヤ中の様々な会堂で教えを請われることが多く、人々
は皆、イエスを讃えていたのです。 

さて、イエスの教えは確かに素晴らしかったと思います。 様々な福音書の中で、他
の誰ともちがう話し方や教え方をしていたと言われています。 しかし、他の福音書
の記述によると、彼らを圧倒したのはイエスの教えだけではなかったことが分かっ
ています。

マタイはガリラヤでの宣教を並行して記述していますが、その中でイエスが行った
多くのことを記録しています。 

マタイは「イエスはガリラヤ中を回って、諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、
また、民衆のありとあらゆる病気や患いをいやされた。 そこで、イエスの評判がシ
リア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、
悪霊に取りつかれた者、てんかんの者、中風の者など、あらゆる病人を連れて来た
ので、これらの人々をいやされた。」と書いています。(マタイ4:23-24) 

イエスは会堂で教えておられましたが、それだけではなく、福音を説き、病人、病
気、足の不自由な人を癒し、悪霊を追い出しておられました。 あちこちの人々が、
イエスに力強く触れられていたのです。 

その結果、人々は皆、イエスが人々の人生で行った多くのことに対してイエスを讃
えたのです。 

これは、私たちが従うべき素晴らしい例です。 イエスは、私たちの人生にもさまざ



まな形で触れてくださいました。 王国の福音を受け取り、体を癒し、罪から解放さ
れ、自由になりました。

主は私たちのために、また私たちを通して多くのことをしてくださったので、私た
ちは常に主にすべての栄光を捧げることを忘れてはなりません。 

さて、ガリラヤでの宣教については後ほどご紹介しますが、今は16節から始まる
「ナザレでのイエスの拒絶」に注目しましょう。

ルカ4:16「ナザレでのイエスの拒絶」#1

イエスは、自分が育った故郷のナザレに戻り、人々のほとんどがイエスのことをよ
く知っていました。 

イエスは習慣として、安息日に会堂に入り、立って読んでおられました。

それは、イエスが神の言葉を読むときに立つという、通常の会堂の礼拝の一部であ
り、ここカルバリー教会でもそうしています。

イエスは、故郷に帰ってきた特別なゲストとして、地元の会堂で読み、教えるよう
に求められたのです。

とにかく、私がここで言いたいのは、イエス様は安息日に地元の会堂で礼拝に参加
することを重視し、毎週そうしていたということです。

現代の言葉で言えば、イエスは日曜日に教会の礼拝に出席することをルーチンにし
ていた、あるいは習慣にしていた、ということになります。

安息日の会堂礼拝はユダヤ人にとってのものであり、日曜日の礼拝はクリスチャン
にとってのものだからです。

イエスは、集まって祈り、礼拝し、神の言葉の教えを聞き、交わりをすることを、
ご自身の人生の中で非常に優先されました。 それは彼のカレンダーの中で重要なも
のでした。 彼は忠実に礼拝に出席しました。

幼い頃からナザレで育ったイエスは、生涯のほとんどをナザレで過ごしたことを考
えると、イエスが生涯を通じて1000回以上、この特定の会堂に通っていたと考えて
も不思議ではありません。

私は、神との関係をたもつために教会へ行く必要はないと、何度も耳にしたことが
あります。教会はレンガや木の枝でできた建物ではなく、肉や骨でできた体である
のです。 私たちが教会であり、人々が教会を構成しているのです。 

そして、私は心から同意します。 教会は、信者でなりたつ体です。 建物が教会を構
成するのではなく、人々が教会を構成するのです。 

「私には教会は必要ない。 建物に集まらなくても神に会えるし」と言う人がいま
す。

「私は家で礼拝をするだけです。 オンラインでストリーミングして、自分の心地よ



いリビングルームで礼拝を楽しんでいる」。 

また、自然の中にいると神さまを身近に感じるという人もいて、山でキャンプをし
たり、ビーチで日光浴をしたりと、大自然の中で礼拝を守っています。 

また、教会は偽善者の集まりだと思っているので、教会には来たくないと思ってい
る人もいます。 

また、教会の指導者に対する軽蔑を指摘して、それを教会に来ない言い訳にする人
もいます。 

また、教会で話されていることはすべて知っているので、退屈で刺激がなく、時間
の無駄だと考える人もいます。 

人々が教会に来ない理由は様々です。 そして、知っていますか？イエスこれらの言
い訳のどれかを使っていたかもしれませんし、それが真実であったかもしれません
ね。

イエスは当時の宗教指導者たちと意見が合ったと思いますか？ 会堂が偽善者でいっ
ぱいではなかったと思いますか？ 様々なラビや特別ゲストが集まって聖典を説明し
ようとするのを聞いて、イエスが実際に何かを学んだと思いますか？ 

教会を捨てて自分のやり方で行動する正当な理由があるとしたら、それはイエス
だったでしょう。 しかし、イエスは安息日に会堂に行くことを習慣としていたので
す。 

イエス様にとって、他の信者と集まって祈り、礼拝し、神の言葉を学び、交わるこ
とは、妥協することのできないことでした。 兄弟の集いを見捨てることはありませ
んでした。

そして、私たちも同じであるべきです。 

ヘブル人への手紙の著者は、私たちに次のように勧めています。「互いに愛と善行
に励むように心がけ、 25ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励
まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなたがたは知っているのですか
ら、ますます励まし合おうではありませんか。」(ヘブライ10:24-25)

私たちは、互いに思いやり、愛と善行をかき立てるために、お互いを励ましあい、
かの日が近づいているのを見て、教会として集まるべきです。

この「日」とは、イエス・キリストがこの世を裁き、御国を完全に確立するために
再臨される「主の日」のことです。 

見回してみると、その日が近づいています。 私たちは終わりの日に生きているので
すから、ヘブル人への手紙に書かれている勧告に耳を傾け、ともに集うことをやめ
ないように、互いに主のことについて互いに励まし合わなければなりません。

続けて、分かち合いを求められたイエスがどのように読まれたかを見てみましょ



う。

ルカ4:17-19；「ナザレでのイエスの拒絶」#2

イエスは、預言者イザヤの予言が書かれた書物（おそらく巻物）を手渡されまし
た。 そして、イエスはイザヤ書61章を読まれました。

イザヤ書61章は、誰もが知っている特別な預言の章で、将来のメシア、すなわち油
をそそがれた者の働きについて述べています。 

「油を注がれた者」という言葉は、ヘブライ語では「mashiyach マシヤック」とい
う名詞の動詞形であり、英語では「メシア」と呼ばれています。 ここで使われてい
るギリシャ語は、形容詞「christos クリストス」の動詞形で、これも油を注がれた
人を表しています。 

キリストとは、油を注がれた者というキリストを指す号です。 ユダヤ人が待ち望ん
でいたお方です。 彼らがすべての希望を託した方。 この「油注がれた者」の登場で
す。

この聖書の部分は、メシアの働きを強調するものでした。 メシアが来て、自分の民
のために何をしようとしているのか。

神様は、6つのことをするために、油をそそがれたメシアを遣わされました。

貧しい人たちに福音を伝えること。

心の傷ついた人を癒すため。

捕らわれ人に自由を宣言すること。

盲人に視力回復を宣言すること。

虐げられている人々を自由にすること。

そして、主の受け入れられる年を宣べ伝えるためです。 

この「主の受け入れられる年」とは、レビ記25章に記されている「ヨベルの年」の
ことで、50年ごとに経済制度の均衡が図られ、奴隷は解放されて家族のもとに返さ
れ、売却された財産は元の所有者に戻り、すべての負債は帳消しになります。 人も
獣もその年は休息し、土地を休ませます。 

想像できるように、人々はこの時をとても楽しみにしていました。 彼らは、メシア
の働きを物理的な領域で考えていたのでしょう。 

メシアが来て、文字通り心の傷ついた人を癒し、捕われ人を解放し、目の見えない
人に視力を与え、外国や支配者に抑圧されている人に自由を与えると信じていまし
た。 彼らは、メシアを政治的、軍事的な指導者としてとらえ、自分たちを救ってく
れると考えていました。

しかし、メシアの働きには、彼らが理解していない霊的な側面がありました。 イエ



スはメシアとして来られ、ある人には肉体的な癒しを与え、ある人には視力を回復
させ、貧しい人には福音を伝えられました。 しかし、イエスが最も重視されたの
は、肉体的なものではなく、霊的なものでした。 

彼は、政治的、軍事的なリーダーではありませんでした。 ローマ人の圧迫から彼ら
を解放するために来たのではなく、罪の束縛と圧迫から彼らを解放するために来た
のです。 

このリストをもう一度見てみると、メシアの働きの中心にあるものがわかります。

メシアは、罪の恐ろしい影響、つまり罪に縛られているすべての人に罪がもたらす
ダメージを取り除くために来たのです。

罪は私たちを貧しくしますが、メシアは貧しい人たちに良い知らせをもたらすため
に来られました。

罪は私たちの心を壊しますが、メシアは心が傷ついた人を癒すために来てください
ます。

罪は私たちを捕虜にし、奴隷にしますが、メシアは私たちを罪から解放するために
来ます。

罪は私たちを盲目にしますが、メシアは罪によって盲目になった私たちを癒すため
に来られます。

罪は私たちを圧迫し、抑えつけますが、メシアは私たちに自由を与え、私たちを引
き上げ、再び出発させるために来られました。

イエスは、私たちを罪の強力な影響から解放するために来られました。 しかし、イ
エスは、政治的、軍事的な活動によってそうするためにきたわけではありません。 

私たちの命ために、ご自分の命を捧げることで解放してくださるのです。 主は私た
ちの罪を自ら背負い、カルバリーの十字架上で私たちの代わりに死なれたのです。 
私たちの罪の罰を受けた後、3日後に死からよみがえり、罪と死を打ち負かし、私
たち全員が主の前で正しくあるようにしてくださいました。 

貧しかった私たちは、神との個人的な関係の豊かさを知ることができました。

修復することも、満たすこともできなかった、壊れて空っぽになった心を、イエス
が来てくださり、心を修復し、私たちの心を溢れんばかりに満たしてくださいまし
た。

私たちはもはや罪の奴隷ではなく、キリストにあって自由なのです。

私たちの目の上のうろこが取り除かれ、目が見えるようになりました。

主は私たちを引き上げ、共にパートナーとなり、休息を与えてくださいました。そ
して、私たちは、くびきが負いやすく、荷が軽いイエスと結ばれました。 

メシアの働きを神に感謝します。



さて、聖書の箇所を続けて、イエスの故郷での人々の最初の反応に注目してみま
しょう。

ルカ4:20-22a；「ナザレでのイエスの拒絶」#3

イエスは巻物を読み終えると、巻物を閉じて係りの者に返し座られた。(これは当時
の普通の手順でした。 御言葉を読むためには立ち上がり、御言葉を教えるためには
座るのである)。

イエスが座られると、すべての人の目がイエスに釘付けになりました。 興奮と期待
が伝わってきました。 彼らはイエス様が何を言われるのかを待っていました。他の
人からイエスについて多くのことを聞き、イエスが何をされていたのかを知ってい
た。人々は何か驚くべきことを自分たちの目で見て聞きたかったのです。

イエスは席に着くと、「今日、あなたが聞くことでこの聖句が成就した」とだけ言
われました。

この発言の大きさを理解しなければなりません。 イエスは自分が待望のメシアであ
ると主張したのです。 750年前にイザヤによって語られた、神に油を注がれた方で
あると主張されたのです。 

何世代にもわたって、この日が来ることを待ち望んでいたのですが、イエスはその
日が来たことを伝えているのです。 その日、イエスは彼らに「今日こそメシアが来
た、私はその人だ」と断言したのです。

イエス様がイザヤ書61章を読まれたのは偶然ではありませんでした。 意図的に聖書
のその部分を読まれたのです。 17節には、イエスが書物を与えられたとき、まず巻
物を調べて、これが書かれている場所を見つけられたと書かれています。 

人々は、イエスが巻物を探して、この特定の聖書の部分を読むのを待っている間、
とても興味を持っていたのではないでしょうか。

イエスは非常に意図的でした。 故郷の人々に、大胆で力強い宣言をしていたので
す。 「私はあなたがたのメシアである！」と。 

しかし、イエスが何を読んだかだけでなく、何を読まなかったかにも注目してくだ
さい。 彼はイザヤ書61章2節のすべてを読まなかったのです。 彼はその途中で止め
てしまったのです。

イザヤ書61章2節には、「主が恵みをお与えになる年わたしたちの神が報復される
日を告知して嘆いている人々を慰め」と書かれています。

イザヤ書61章は、イエスの初臨と再臨の要素を語っています。 

復讐の日、裁きの日は再臨の時に来る。 だからこそ、イエスはそこで立ち止まり、
それ以上続けずに巻物を巻いてしまわれたのです。 

イエスのメッセージは、その時のイエスの宣教に非常に特化したものでした。 それ



は、神様がイエスを召され、遣わされたことについてでした。 彼の時代が来て、彼
は何よりもまず自分の故郷にこの宣言をしていたのです。

そして、22節の最初の部分で、彼らが最初にどのように反応したかが書かれていま
す。 彼らはみな、主を目の当たりにし、主の口から出る恵みの言葉に驚いたと書か
れています。

もちろん、ルカはイエスの教えのすべてをここに記録したわけではありません。 こ
の発言の前なのか後なのかはわかりませんが、イエスはもっと多くのことを彼らに
伝えていたと考えてよいと思います。

人々は、イエスの口から出てくる恵み深い言葉に驚きました。 これは、「あなたが
聞くことでこの聖句が成就した」ということだけを言ったのではないと思われま
す。 

イエスの教えは、恵みに満ちたものでした。 私はそれが好きです。 私はとっても好
きです。 当時の宗教指導者たちは、物事を捻じ曲げ、神に従うことをたくさんの
ルールや儀式や規則に変えていました。 

そこにイエスが現れて、斬新で人々を勇気づける恵みのメッセージを教えられたの
です。 そのような教え方をする人は他にいませんでした。 他のラビたちはみな律法
を重視していましたが、イエスは恵みの教師でした。 神からの賜物としての身に余
る好意でした。

今まで自分は十分立派ではないと言われ続けてきた人が、「十分立派である必要は
ない。あなたは決して、十分立派にはなれない。 律法に従うことではなく、恵みに
よるのです。 恵みはすべてを変えることができます。」という歓迎の言葉を聞くと
はなんということでしょう。 

私はこのように、イエス様のようになりたいと思っています。 神の驚くべき、無償
の、比類なき恵みの賜物を強調する者になりたいのです。 

誤るとしたら、恵みの側で誤るようにしたい。 

そして、私たち全員が同じように感じてくれることを願っています。 私たちは、神
の恵みを大切にし、私たちが他の人とお互いに、恵みを与えあう関係でありたいで
す。

さて、残念ながらこの話はこれだけでは終わりません。 22節の残りの部分を見てみ
ましょう。 

ルカ4:22b；「ナザレでのイエスの拒絶」#4

多くの人がイエスの恵みの言葉を目撃し、驚嘆する一方で、状況に疑問を持ち始め
る人もいました。 イエスは一体なにものかと疑問を持ちはじめたのです。 

自分の故郷の少年がメシアであるかもしれないと思うとワクワクしていました。 し
かし、もしかしたら、それは本当のことにしては良すぎるかもしれません。 もしか



したら、イエスは彼らを騙そうとしていたのかもしれない。 

マタイとマルコも、福音書の中でナザレを訪れたことを記録しています。 そして二
人とも、人々がイエスの正体に疑問を持ち始めたとき、それが彼らを怒らせたこと
を語っています。 

マルコの福音書6章3節には、人々がこう言ったことが記されています。「『この人
は、大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではな
いか。姉妹たちは、ここで我々と一緒に住んでいるではないか。』このように、
人々はイエスにつまずいた。」。

この「つまずいた」という言葉は、ギリシャ語の「skandalizo スカンダリゾー」と
いう言葉で、英語のスキャンダルという言葉の語源にもなっています。 

彼らは、イエスが自分たちを傷つけようとしていると思ったのです。 彼らを騙し、
名誉を傷つけ、恥をかかせようとしたのです。 まるで、イエスが彼らを騙そうとし
ている詐欺師のように。 

彼らは、イエスがどんな方か知っていました。 彼が成長しているのを見たのです。 
彼は特別な人ではありませんでした。 大工だったのです。 彼は、彼らがメシアに求
めていた型に当てはまりませんでした。 彼は、彼らがメシアになると思っていたよ
うな強い政治的、軍事的リーダーではありませんでした。 彼はただの大工だったの
です。 

「慣れは軽蔑を生む」という古い言葉がありますが、これはこの状況に当てはまり
ます。 彼らはイエスに慣れ親しんでいたため、イエスの成長を見ていたため、イエ
スの血統や生い立ち、影響力の範囲にあまり感銘を受けなかったため、メッセージ
を喜んで受け取るのではなく、疑問を抱くようになり、最終的にイエスに対して軽
蔑の念を抱くようになったのです。 

彼らは、自分の先入観や概念によって、イエスを自分たちのメシアとして正しく受
け入れることができなかったのです。 

私たちにも同じようなことがあります。 私たちは、神様はある種の人しか使うこと
ができず、私たちを使うことはできないと思っています。 そして、私たちは神様を
制限し、神様は特定の方法でしか働けないと言ってしまうのです。

神様を制限してはいけません。 自分の期待や先入観を神に押し付けて、神ができる
ことを制限してはいけません。

神は予想外のことをするのが好きです。 私たちや私たちのパフォーマンスのためで
はなく、すべては神と神の恵みのためであるという事実を強化するために、最も可
能性の低い人たちを使うのが好きなのです。 

イエスの正体を疑ったことが彼らの不信仰につながり、イエスもその事実を認識し
ていたので、次の節で彼らの不信仰に対処されました。 23-27節を読んでみましょ



う。

ルカ4:23-27；「ナザレでのイエスの拒絶」#5

イエスは、彼らの不信仰を理解した上で、2つの例で示されたことわざと真実の声明
を人々に伝えることで、この状況に対処しました。

「きっと、あなたがたは、『医者よ、自分自身を治せ』ということわざを引いて、
『カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれ』
と言うにちがいない。」ということわざは、基本的には証拠となるしるしを要求す
る方法でした。 

彼らは、イエスの言葉をそのまま信じず、カペナウムで聞いたイエスの報告をすべ
て信じませんでした。 

そうではなく、自分の目で確かめたかったのです。カペナウムで、人々にされたよ
うに、自分たちにもしてもらいたかったのです。 

何か奇跡的なしるしや不思議なことで証明されない限り、彼らは彼を信じようとは
しませんでした。

しかし、問題は、しるしや不思議なことは信仰を生み出さないということです。 
もっと多くのしるしや不思議を求める貪欲さを生むだけです。 

誰かがかっこいい手品をしているのを見たことがありますか？ その人が手品を終え
たとき、あなたはその人が手品をすることができるという結論に達するのではな
く、「もう一回やって」と言うのです。 なぜなら、あなたは自分でそれを理解した
いからです。 彼らがどうやっているのかを知り、自分でやってみて、自分の友達を
感動させたいのです。 

しるしと不思議はそのようなものです。 信仰を生み出すのではなく、単に何度も何
度も見たいという欲求を生み出すのです。 そうすれば、自分で説明したり、自分で
理解したりして、それを自分のために使おうとするでしょう。 

パウロは、信仰はしるしや不思議によってもたらされるのではなく、聞くことに
よって、また、神の言葉によって聞くことによってもたらされると言っています。 
(ローマ10:17)

もし彼らがイエスの言葉を信じて信頼していなければ、どんなにしるしや不思議が
あっても意味がありません。 

イエスは、このことわざに続いて、「はっきり言っておく。預言者は、自分の故郷
では歓迎されないものだ」と真実を述べられました。 そして、この真理を説明する
ために、2つの例を挙げています。

第一の例は、エリヤとその宣教です。 エリヤは、同じ北の地域の預言者でした。 彼
は主の言葉を忠実に伝えて回りました。 しかし、人々は主の言葉に耳を傾けません



でした。 人々は不信仰に満ちていたのです。 

そして、神が3年以上も天を閉ざしてしまったとき、神はエリヤをイスラエルの地の
誰かに送って奉仕させる代わりに、ザレファトの一人のやもめの女性に送ったので
す。

皆さんはこの話をご存知でしょうか？ 列王記上17章にあります。

エリヤはこの女性のところに遣わされ、彼女が焚火のための小枝を集めているのを
見つけました。 彼女は自分と息子のために、最後の食事を用意しようとしていまし
た。 彼女は二人分のちょっとした食事を作るだけの小麦粉と油しかありませんでし
た。

エリヤは、まず彼ののためにケーキを作り、それから彼女と息子のために何かを作
るように言います。 そして、小麦粉の入ったビンと油の入ったビンがなくなること
はないと約束しました。 

女性はエリヤを信じて、まずケーキを作ったところ、小麦粉の箱も油の壺も、この
地の飢饉の間、ずっとなくならなかったのです。 

次にイエスが挙げられた例は、エリヤの後に同じ地域で活躍した預言者エリシャの
例でした。

エリヤの時代と同じように、人々はエリシャに耳を貸さなかったので、依然として
不信仰に満ちていました。 

イエスは、列王記下5章にあるナアマンと彼のハンセン病の癒しの例を挙げられま
した。 ナアマンは、ハンセン病患者であるだけでなく、異邦人であり、ガリラヤ北
部の人々を圧迫していた国の軍事指導者でもありました。 

そのナアマンが、エリシャの「ハンセン病を取り除くためにヨルダン川に7回沈み
なさい」という簡単な指示に忠実に従ったことで、神はナアマンに癒しをもたらし
ました。

この2つの例は同じ真理を示しています。 主の民が不信仰であったために、主は異
邦人で、信じる者の中で力ある業を行うことを選ばれたのです。 

不信仰のために、これらの人々はメシアを逃し、罪が赦しを逃し、主と正しい関係
を持つことができる素晴らしい機会を逃すことになったのです。   

不信仰は主の働きを妨げます。 マタイによるイエスのナザレ訪問の記録には、
「人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。」（マタイ
13:58）と書かれています。

不信仰のために、主があなたのために用意されているすべてのものを受け取ること
ができないようにしてはいけません。 信仰によって歩み、主とその御言葉を信頼し
ましょう。そして、主があなたの中で、またあなたを通して、驚くべきことをなさ
るのを見ましょう。



さて、人々はこれらのことわざや説明を通して、イエスがおっしゃっていることを
正確に理解しました。 では、彼らがどのように反応したのか見てみましょう。

ルカの福音書4:28-30

この人たちは、イエスのように御霊に満たされ、御霊に導かれるのではなく、怒り
に満ちていました。 

この人たちが怒りに満ちていたのは、イエスの言葉を侮辱と受け取ったからです。 
イエスは基本的に彼らの不信仰を指摘したのですが、彼らはそれが気に入らなかっ
たのです。 謙虚になって不信仰を悔い改めるのではなく、ただ神の使者を黙らせよ
うとしたのです。

集団の変化は驚くべきものではありませんか？ 彼らはイエスに驚嘆し、イエスが自
分たちに恵みの言葉を語ってくださったことを隅々まで愛していました。 しかし、
イエスが、自分たちが聞きたくないことを言った途端、イエスを殺そうとしたので
す。 

私たちは、自分が聞きたくないことを話す人に対して、どのように反応するでしょ
うか？ 私たちは、自分の人生に語りかけてくる人たちを受け入れているでしょう
か？ それとも、自分の耳をくすぐり、自分が聞きたいことを話してくれる人ばかり
に囲まれているでしょうか？

パウロは、「だれも健全な教えを聞こうとしない時が来ます。そのとき、人々は自
分に都合の良いことを聞こうと、好き勝手に教師たちを寄せ集め、 4真理から耳を
背け、作り話の方にそれて行くようになります。」と警告しました。 (2テモ4:3-4）

私たちが今生きている時代は、このような時代です。 人々は、自分たちが聞きたい
ことを話すだけの教師を自分たちのために積み上げてきました。 

「地獄はない」「すべての道は天国に通じる」「どの神を崇拝するかは関係ない」
「真実は見る人の目の中にある」「罪ではなく、ライフスタイルであり、神はそれ
をよしとしている」。 「神は私たちが幸せになることを望んでいるのだから、自分
が幸せになることをしなさい。」

現代では、こういうことが行われている。 そして、それらはすべて嘘です。 それ
は、人々が自分のために、自分が聞く必要があることつまり（神の言葉の真実）で
はなく、自分の耳をくすぐり、自分が聞きたいことを話してくれる人を見つけた結
果です。 

さて、これらの人々は立ち上がり、イエスを会堂から、そして町から放り出し、自
分たちの町が建っている丘のふもとまでイエスを連れて行き、崖の上から投げて殺
そうとしました。

しかし、イエスは彼らの中を通り抜けて、ご自分の道を行かれました。

イエスはナザレの町を出発し、これがルカの福音書の中で、ナザレの人々から聞く



ことのできる最後の言葉となった。 

イエスは彼らに対し自分自身を強要しませんでした。 無理に自分を信じさせようと
もしませんでした。 イエスは彼らに真理を示し、彼らがそれに答える機会を与え、
そして別の場所で宣教を続けるために自分の道を歩まれたのです。 

現代の私たちにも同じことが言えます。 神様は私たちにご自分を強制することはあ
りません。 また、信じることを強要することもありません。 私たちには2つの選択
肢があります。 

ガリラヤの人々がしたように、神様がしてくださったことに対してすべての賛美と
栄誉を捧げながら、御霊に満たされ、導かれ、力を与えられ、イエスを受け入れる
ことができます。 

或いは、ナザレの人々のようにイエスを拒絶することもできます。 私たちは、自分
の先入観や概念によって、真理を受け取ることができず、信仰にこたえることもで
きません。 私たちは、メシアの栄光の働きを見逃し、自分の罪の奴隷となり、主が
私たちのために用意してくださっているすべてのことが見えなくなってしまうので
す。 

私の願いと祈りは、私たちが皆、メシアを受け取り、私たちの主であり救い主であ
るイエス・キリストの恵みと真理の中で生きることです。 祈りましょう。


