
ルカの福音書4章31～44節 「驚愕の権威」 2021年7月18日 

歓迎とおさらい 

おはようございます。カルバリーチャペル岩国へようこそ。 皆さんと一緒に主を

礼拝するためにここに集うことができて、とても嬉しいです。 

新しく参加された方、ネットで礼拝をされている方を歓迎します。 

先に進む前に、小さなお子さんを日曜学校の教室に送り出しましょう。  

残った私たちは、聖書のルカによる福音書の4章を開きましょう。  

先週のルカの福音書の学びでは、イエス・キリストの生涯と宣教に関するルカの話

に大きな変化があったことを指摘しました。 

最初の数章では、ルカは、バプテスマのヨハネと、私たちの主であり救い主である

イエス・キリストの誕生の告知などの詳細な状況を説明していました。イエスの幼

少期や、イエスが12歳の時に起こった出来事についても少し触れています。 

そして、イエスのバプテスマの話とともに、砂漠でのヨハネの宣教の始まりについ

て取り上げました。バプテスマのあと、イエスが荒野で受けた誘惑など、 そして

先週、ルカは初めて、イエスの地上での働きに注目し始めました。 

ルカは、ガリラヤ地方でのイエスの働きを取り上げ、イエスが会堂で教え、多くの

人々を癒し、熱狂的に受け入れられた様子を伝えています。  

しかし、誰もがイエスを歓迎したわけではありませんでした。 イエスの故郷であ

るナザレの人々は、イエスがだれであるかということを証明するために、特別なし

るしや不思議を見せてほしいと思っていました。 彼らには信仰がなく、不信仰に

満ちていました。 

そして、イエスが彼らの信仰の欠如に立ち向かったとき、彼らは悔い改めて信仰に

立ち返るのではなく、イエスを黙らせようとしました。 彼らはイエスを会堂や町

から追い出しただけでなく、実際にイエスを殺そうとして、崖から投げ落とそうと

しました。  

しかし、主はその日、奇跡的に暴徒から逃れることができ、ナザレから出発し、お

そらく二度と戻ることはなかったのでしょう。ルカは福音書の中で、イエスの故郷

を再び訪れたということを記録していないからです。  

さて、今日は、イエスがガリラヤ地方に戻り、カペナウムという町でさらに宣教活

動を行うところから話を始めます。 

今朝の聖書の箇所は、ルカの4章31-44節です。 そして、私たちの学びのタイトル

は、「驚くべき権威」です。  

これから見ていきますが、イエスが人々の必要に応じては働き、御父がイエスのた

めに用意されたすべてのことを実現するにあったって見せたイエスの権威と、イエ

スが見せた力に目を見張り、人々は驚かされました。 

皆さん、主とその御言葉をたたえて、お立ちください。 今朝の箇所を私の聖書か



ら読み進めていきたいと思います。 皆さんもがんばって、ご自分の聖書でついて

きてください。  

ルカは、4章31節で次のように書いています...（R＆P) 

イントロ 

イエスの時代の人々は、自分たちの生活の中で権威者に事欠くことはありませんで

した。  

サドカイ派やパリサイ派のような宗教的権威がいました。 ヘロデやポンテオ・ピ

ラトのような政治的な権威もありました。 また、ローマ帝国に対抗する脅威が現

れないように、ローマ帝国の駐屯地が各地に配置されていたため、軍事的な権威も

ありました。 

今日の箇所では、人々は別の形の権威に出会うことになります。 それは、イエ

ス・キリストの権威です。  

イエス・キリストの権威は、斬新で、他とは違うものであり、人々によく受け入れ

られ歓迎されました。 それは今まで見たことも聞いたこともないような権威でし

た。  

今朝の箇所を読みながら、イエスの権威の様々な側面と、それを人々に仕えるため

にどのように使われたかを見ていきます。  

また、イエスの権威の様々な側面に注目しながら、それが人々にどのような影響を

与えたのか、さらには今日の私たち自身の生活にも適用できることを願っていま

す。  

それでは、今日の箇所の最初に戻って、イエスの権威と人々への影響について、ど

のようなことが言えるか見てみましょう。 31-32節を読んでみましょう。   

ルカ4:31-32；「教義における権威」規律、動揺、義務、無秩序、混乱、行い 

この節では、何よりもまず、イエスの教義における権威に注目しましょう。  

ここでは、31節にイエスがカペナウムに下って行かれたことが記されています。 

カペナウムという町はガリラヤ湖の北岸にあり、イエスと弟子たちの本部のような

場所になりました。  

38節には、シモン・ペテロがカペナウムの会堂のすぐ近くに家を持っていたことが

記されています。 そして、イエスがこの地に滞在されていた間、そこに滞在して

いた可能性が高いと考えられています。 

今朝の箇所では、イエスが習慣として、安息日に会堂に行き人々に教えていたこと

がわかります。  

イエスの働きは単なる説教ではなく、主に、教えることでした。繰り返し繰り返

し、人々に教えておられているのを見ます。 

２テモテにはこう書かれています。 



「聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導

く訓練をするうえに有益です。 17こうして、神に仕える人は、どのような善い業

をも行うことができるように、十分に整えられるのです。」(2テモ3:16-17) 

神の御言葉を通して、あなたがたと私は完全なものとされ、あらゆる良い働きのた

めに十分に備えられるのです。 

だからこそ、カルバリーでは神の御言葉をシンプルに教えることに重点を置いてい

るのです。 私たちは、人々が完全なものとなり、十分に備えられるのを見たいの

です。  

どこかのように派手で楽しいものではないかもしれませんが、イエスが私たちのた

めに手本としてくださったので、私にとっては十分なことです。  

32節では、人々がイエスの教えに驚いたことが語られています。 

「astonished」という言葉には、「びっくり仰天した」または「おどろいた」とい

う意味もあります。 人々はかなり驚愕していました。 

彼の言葉には権威があったので、人々は彼の教えに驚いたのです。 

マルコはその福音書の中で、イエスとその権威に対する彼らの評価に関連して、重

要なことを語っています。「それは、イエスが、律法学者のようにではなく、権威

ある者として教えられたからである。」 (マルコ1:22）。 

当時の律法学者は権威に基づいて話していました。  

彼らは、聖書そのものを教えるのではなく、さまざまなラビやその教えを引用しま

した。  

しかし、イエスは権威をもって話されました。 誰かの言葉を引用する必要はな

く、その分野の権威であるイエスが権威を持って話されたのです。 

このことは、イエスの「山上の垂訓」でも示されています。「あなたがたは、それ

が言われていることを聞いたが、私はあなたがたに言う。」と。 

また、マタイの福音書の5章で、殺人、姦淫、離婚、誓い、報復、愛などについて

語られた時に、そのように言われたのです。 

律法学者の教えは、過去に他のラビが言ったことの使いまわしでした。イエスのよ

うに権威を持って教えたものではありませんでした。 

イエスが権威を持って教えたのは、イエスが本当に権威を持っていたからです。 

彼は神のメッセージを持ってきて、それが神からのものだと確信していました。 

人間の言葉を引用したのではなく、父なる神ご自身の言葉を引用されたのです。 

なぜなら、「わたしは自分勝手に語ったのではなく、わたしをお遣わしになった父

が、わたしの言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。」(ヨハネ

12:49) 

イエスの言葉は、父の言葉そのものであり、人々を驚かせたのも不思議ではありま

せん。 神の言葉は、驚くべきものです。 この世にこれほどのものはありません。 



神の言葉は力強く、すべての事柄において絶対的な権威を持っています。 

ヘブル人への手紙によると、それは「というのは、神の言葉は生きており、力を発

揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに刺し

通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。」とあります。(へブル

人への手紙4:12) 

イエスが神の言葉を語られた時、それを聞いた人の心に働きかけ、心に浸透し、心

の意図を明らかにし、主を必要としていることを示していました。  

神の御言葉は、今日でも同じことを行う力と権威を持っています。 私たちの人生

には、神の御言葉が必要です。  

私たちは御言葉に、人生のあらゆる面で私たちを導き、案内してもらう必要があり

ます。  

自分の心の思いや意図を明らかにするためにも必要です。  

私たち自身の心だけでなく、天の父の心を明らかにするためにも御言葉は必要なの

です。 神のやり方で、御心に沿って、神は御言葉を使って私たちを導き、案内し

てくださいます。 

ですから、御言葉に浸り、御言葉によってあなたの中で必要な働きをしてもらって

ください。 御言葉があなたを形作り、あなたの人生を築く土台となり、あなたの

人生において御言葉が適切な優先順位と権威を持たせるようにしましょう。     

続けて、イエスがその地の会堂で教えていたある安息日に何が起こったのか見てみ

ましょう。 33-37節を読んで、次の箇所に進みましょう。 

ルカの福音書4章33～37節「悪霊に対する権威」 

この箇所では、イエスの悪霊に対する権威に注目します。 

イエスが権威を持って御言葉を教えておられる間に、汚れた悪魔の霊を持った人が

泣き出したことが語られています。  

悪魔と汚れた霊は同じものであり、新約聖書ではこの言葉は同じ意味で使われてい

ます。 ルカはこの悪魔を「汚れた」と言っていますが、「きれいな」悪魔が存在

すると考えないでください。 すべての悪魔は汚れていて不浄です。  

悪魔や汚れた霊は、実は神が創造した堕天使のようなものです。 サタンが主に反

抗し、主よりも自分を高くしようとしたとき、サタンと、サタンに同調していた天

使たちの3分の1が天から追い出されました。  

サタンの反乱に従ったこれらの天使たちは、彼らと悪魔のために特別に作られた場

所、聖書が「地獄」と呼ぶ場所で永遠に過ごす運命にあります。 

さて、この汚れた悪魔に取りつかれていた人について、いくつか言及したいことが

あります。 

この人は、礼拝の場所にいました。 会堂にいたのです。 



悪魔はイエスが誰であるかを知っていました。イエスがナザレ出身であることを知

っていましたが、さらに重要なことは、イエスが聖なる神であることを知っていた

ということです。 彼はイエスの人間性と神性の両方を認識していました。 

イエスが聖なる方であり、清い方であることを知っていました。 

彼は、イエスとは関わりたくないと思っていました。 そこにいた人々がイエスの

権威を認めたように、この悪魔もイエスの権威を認めていました。  

悪霊は、自分の時間が限られていること、いつかイエスに滅ぼされることを知って

いました。 彼は自分が負ける側にいることを知っており、いつの日か、イエスが

悪魔とその悪霊の勢力に打ち勝つことを知っていました。 

汚れた悪魔にとりつかれたこの人についてのこれらのことに注目すると、ヤコブが

その手紙の中で書いたことを思い出します。 

ヤコブは、「あなたは、神はただひとりだと信じています。それはりっぱなことで

す。しかし、悪魔もそう信じて、神を恐れているのです。」(ヤコブの手紙2:19) 

今日、神さえ信じれば、あるいはイエスさえ信じれば、それだけで自分の人生に救

いがもたらされ、天国に入れると単純に考えている人がたくさんいます。  

この悪魔の霊について考えるとき、私と一緒にこれらの事実を考えてみましょう。 

この悪霊はイエスを信じ、イエスが100％人間であり、100％神であることを信じ、

イエスが悪魔とその堕天使たちを打ち負かすことを信じ、イエスが聖なる清いお方

であることを信じ、地方の会堂での礼拝にも参加していましたが、悪魔自身よりも

天国には程遠かったのです。  

神を信じることは、自分が愚か者ではないことを証明するだけです。 なぜなら、

詩篇の作者は「心の中で『神などいない』と言う者は愚かです。彼の心は腐ってお

り、正しい人であるはずがありません。」（詩篇14：1）  

神を信じると言うことは、自分が愚か者ではないことを意味しますが、それだけで

自動的に天にいる神の前に出られるわけではありません。  

もし誰かが「ああ、私は神様を信じています」と言うだけで、神様とその教えに全

く反した生活をしているなら、その人は救いの信仰を持っていないことをその行動

で証明しています。  

ヤコブは、「愛する皆さん。自分には信仰があると言っても、それを行動で表さな

かったら、どうしてその信仰を実証できるでしょう。そのような信仰が、人を救う

ことができるでしょうか。」(ヤコブの手紙 2:14;) 

ヤコブは、一部の人が持っている実を結ばないタイプの信仰について書き、そのよ

うな信仰で人を救うことができるかどうかを問いかけています。 意図した答えは

「いいえ」です。 

そして、「このように、信仰に行いが伴わなければ、その信仰は死んだも同然で

す。」(ヤコブの手紙 2:17) 



ここで注意したいのは、ヤコブは、救いは信仰と行いによってもたらされると教え

ているのではなく、救いは行いのある信仰によってもたらされると述べていること

です。  

主にある真の信仰と信条は人に変化をもたらし、行いはその信仰の自然な副産物と

なります。 

イエス自信が断言しています。「わたしに向かって、『主よ、主よ』と言う人がみ

な、神の国に入れるわけではありません。天におられるわたしの父の御心に従う人

だけが入れるのです。 最後の審判の時、多くの人が弁解するでしょう。『主よ、

主よ。私たちは熱心に伝道しました。あなたのお名前を使って悪霊を追い出し、す

ばらしい奇跡を何度も行ったではありませんか。』 しかし、わたしはこう宣告し

ます。『あなたがたのことは知らない。ここから出て行きなさい。あなたがたがし

たのは悪いことばかりではありませんか。』」(マタイ7:21-23) 

これは、聖書の中でも最も怖い箇所の一つです。 イエスは、神様のために何かを

したと言う人がたくさん出てくるとおっしゃいましたが、イエスはその人たちに

「あなたがたのことは知らなかった」とおっしゃいます。  

重要なのは、「私たちはイエスを知っているか」ということです。 私たちはイエ

スと発展的な関係を築いているでしょうか？ 私たちは積極的にイエスと私たちの

人生に対するイエスの御心を求めているでしょうか？ 救いのある信仰は、日々の

生活の中でその証拠を示します。 

さて、イエスはこの汚れた悪霊に対して、「黙りなさい。」と宣言されました。  

このギリシャ語では、文字通り「口封じ」を意味します。 イエスは、悪霊に口輪

をつけるように言われたのです。  

「Be quiet 黙りなさい。」という訳は、元のギリシャ語が示すものよりも少しソ

フトな印象を与えます。 イエスは場当たり的に言ったのではありません。 

イエスは、自分が何者であるか、自分の使命が何であるかを証明するために、汚れ

た霊の証言を必要ともせず、また、望まれもしませんでした。 

ルカの福音書を読んでいると、悪霊の憑依から解放された様々な人々が出てきます

が、その際、イエスが悪霊を黙らせているのもよく目にします。 

汚れた霊の証言を受けることで、イエスは悪霊と一緒に働いていると見られてもお

かしくありません。 実際、この後、イエスは悪霊の支配者と一緒に働いているの

で、悪霊を追い出すことができるのだと非難されることになります。  

この説は、イエスが非論理的で何の根拠もないものとして完全にきり捨てます。 

イエスは、悪霊と関わりたくなかったので、悪霊を叱りつけ、悪霊に対する権威を

行使して男の人から出てくるように言いました。 

悪霊は最後に男を投げ倒しましたが、男に害を与えることはなく、静かに男の人か

ら去っていきました。  



イエスはこの悪霊を追い出すために、手の込んだことをする必要はありませんでし

たし、何かの儀式や祭式を行う必要もありませんでした。 簡単な命令で、汚れた

悪霊に出ていくように命じ、悪霊はそれに従わなければなりませんでした。  

イエスはここで、悪霊に対する自分の権威をはっきりと示したのです。 

そして、人々は再び驚嘆しました。 イエスがこの悪霊に行使できた権威に圧倒さ

れたのです。 

その結果、イエスの権威を伝える言葉が、周辺地域のあらゆる場所に伝わっていっ

たのです。  

次に何が起こったのか、聖書を読み進めてみましょう。  

ルカの福音書4章38～39節 "病気に対する権威" 

この箇所では、イエスの病気に対する権威を紹介します。 

38節では、イエスが会堂を出て、シモンの家に向かっているところから始まりま

す。 シモンはペテロの別名です。  

シモン・ペテロは、会堂で過ごした後、イエスを家に連れて帰りました。 

これは、私たちがすべきことを象徴しています。 私たちは、教会の後、イエスが

私たちと一緒に家に帰ってくるようにしなければなりません。 私たちのイエスと

の生活は、教会の4つの壁の中だけに留まるべきではありません。 

イエスを教会に置き去りにするのではなく、家に連れて帰るのです。 

彼らが家に着くと、シモン・ペテロの義理の母が熱を出して重病だったことがわか

ります。  

つまり、ペテロが結婚していたということがわかります。 私たちはペテロの奥さ

んのことをよく知りません。聖書には、彼女が誰であるか、何をしていたのか、そ

ういったことは書かれていません。  

コリントの信徒への手紙１には、使徒の中には旅の途中で姉妹や妻を連れて行く者

がいたことが書かれており、その例としてケファが取り上げられています。 ケフ

ァとは、ペテロの別名です。 (1コ.9:5）。) 

ですから、ペテロの妻も一緒に旅をしていたのではないかと推測する人もいます。 

しかし、それ以外には、彼女について何もわかりません。  

38節には、彼女の母親が熱を出して病に伏せたことが書かれています。 

これは、インフルエンザや感染症にかかったときのような普通の熱ではありません

でした。 

本物の医師であるルカは、この熱を「高熱」と表現しています。 彼が使ったギリ

シャ語の単語は「megas メガス」で、高熱だったのです。 彼女は「メガ」な高熱

で寝込んでいたのです。 

そして、彼らは彼女についてイエスに願い出て、彼女の状態をイエスに伝えた。  



39節によると、イエスが来て彼女の上に立ち、熱をさましたので、熱は彼女から去

った。  

マルコの福音書の並行した記述では、熱はすぐに彼女から去ったとあります。 (マ

ルコ1:31） 

これはすぐに癒されたということです。現代では、熱が出たときにタイレノールや

イブプロフェンを飲んだり、冷たいシャワーを浴びたり、睡眠をとることで、熱を

下げようとしたりすることがあります。 

今回はそのようなケースではありませんでした。これは瞬間的な癒しであり、完全

な癒しで、 39節の終わりには、彼女が、すぐさま立ち上がって彼らに仕えたと書

かれています。  

あなたがたはどうかわかりませんが、私はようやく熱が下がったときに、自分のこ

とをするのはもちろん、他の人ためになにかすることができる状態ではありませ

ん。  

体はまだ痛いし、疲れているし、タンクが空っぽの状態です。  

しかし、ペテロの義理の母は違いました。 彼女は瞬時に完全に癒され、すぐに立

ち上がって彼らに仕えたのです。  

ここで、私たちが見落とさないように、とても重要なことを書いておきます。  

ペテロの義母は、非常に特別な方法で主に触れられ、超自然的に癒されたのです

が、その直後の反応は、イエスと、イエスと一緒にいた人々に仕えることでした。 

彼女はイエスと連れの人たちに仕えました。  

ペテロの義母は、主に触れられて超自然的に癒されたすべての人が従うべき模範を

示していると思いますので、これは私たちにとって重要なことです。  

私達全員が、私たちの心の中や生活の中でこれを経験していませんか。私たちは主

に触れられ、罪病から癒されました。 

イエスは死と私たちの罪を打ち負かしました。 私たちは癒されました。 私たちは

特別な方法で主に触れられました。 そして、私たちはどのように答えるべきでし

ょうか？ 

私たちはペテロの義母のように、イエスや他の人に仕えるべきです。  

あなたの人生と、キリストがあなたに何をしてくださったかを考えてみてくださ

い。 キリストがどのようにあなたに触れ、罪から癒してくださったか。 ペテロの

義母が私たちに示した模範を、あなたはどのように歩んでいますか？ 

あなたは積極的に主に仕えていますか？ 他の人に仕えていますか？ これは、すべ

ての信仰を持つ者の生活の一部であるべきだと私は感じています。 イエスと他の

人に仕えること。  

さて、次の箇所では、その日の後半に起こったいくつかの異なる癒しを取り上げて

いますので、続けて見ていきましょう。 40-41節を読んでみましょう。 



ルカ4:40-41；"献身的な権威" 

この箇所では、イエスの献身的な権威に注目します。 

40節ではまず、その日のタイミングに関して重要なことが語られています。 それ

は、太陽が沈んだ夕方だったということです。  

なぜ、このことに注目しなければならないのでしょうか？ それは、このタイミン

グは安息日の終わりであったからです。 ユダヤ人は日没から日没までを一日と数

えていました。 私たちのように真夜中から次の日の夕方までを1日とするのではあ

りませんでした。  

カペナウムで太陽が沈むと、それは安息日の終わりを意味し、それに伴ってあらゆ

る仕事をすることを禁じる制限も終わります。 

ユダヤ人は安息日を本来の目的ではないものにしてしまったのです。 休息の日で

あるはずの安息日を、規則や規制、制限の日に変えてしまったのです。  

人々は、イエスから聞いたこと、イエスから見たことに驚きを隠せませんでした。  

イエスの言葉は瞬く間に広がりましたが、人々は病人や悪霊に取りつかれた人をイ

エスのもとに連れて行くことを禁じられていました。なぜなら、人を運ぶことは仕

事と見なされるし、一日で遠くまで行くことも仕事になるからです。従って、人々

をイエスのもとに連れて行くには、日が沈むまで待たなければなりませんでした。 

そして、彼らは人々を連れてきました。  

マルコの福音書には、町中の人々がシモン・ペテロの家の戸口に集まったと書かれ

ています。(マルコ1:33）。) 

この場面を想像できますか？ 

安息日の朝、彼らは街に出て、会堂に直行しました。 

伝統的な会堂の礼拝は、日によったり、また朗読の内容にもよりますが、2時間半

から4時間ほど続くと言われています。 

イエスは、今まで見たことのないような権威をもって人々に教えられました。 そ

れは力強いものでした。 驚くべきことでした。 その当時は、牧師の話が少々長く

ても気にならないような時代でした。  

教えの後、会堂を出る前に、イエスは一人の男を汚れた悪霊から清められた。  

これも人々を驚かせ、礼拝の後で皆の話題になりました。 

イエスはシモン・ペテロの家に行き、すぐにペテロの義理の母のために奉仕するよ

うに求められた。 

イエスは彼女のところに来て熱をさますと、たちまち彼女は完全にいやされた。  

彼女は立ち上がって、イエスや他の人々に仕えた。彼女は何かしら食事を用意した

に違いありません。  

その日は良い一日、充実した一日、感情の高揚や様々なミニストリーに満ちた一日



でした。  

イエスは、公の宣教から帰ってきて、シモン・ペテロの家でくつろぎ、食事も用意

され、イエスは何を考えておられたのでしょうか。  

この箇所になにか付け加えるつもりはありませんが、彼らが何をしていたのか、何

を望んでいたのか、聖書には何も書かれていませんが、私にできるのは自分の経験

から話すことだけです。 

私の場合、日曜日に一日中、教会の働きをした後、何か食べた後、家でくつろいで

いると、私が何をしたいか分かりますか？ 昼寝です。 今日は安息の日ですから

ね。   

以前に、何人かの方とも話しましたが、日曜の午後に昼寝をするのが好きなのは、

私だけではないはずです。  

しかし、その日が終わろうとしている時、何が起こったのでしょうか？ 町中の

人々がペテロの家の前に現れ、イエスに病気の友人や家族のために働いてほしいと

頼んだのです。  

イエスは、文句を言わず、次の日に来るようにとか、通常の営業時間内に来るよう

にとか、予約をするようにとも言わず、ただ彼らに、彼ら全員に奉仕されました。  

様々な病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出してくださいまし

た。  

そして、以前、会堂で汚れた悪霊を持った人にされたように、悪霊が話すことを許

されませんでした。  

注目すべきは、イエスが癒した人々の一人一人に、実際に手を置いたことです。 

一度にすべての群衆を癒すことはできたでしょうが、それだけではなく、イエスは

時間をかけて一人一人に手を置いてくださいました。  

ここでは、イエスの権威とともに、何という思いやり、何という献身、そして何と

いう愛が示されているのでしょうか。  

ここには、私たちにとって重要な教訓があると思います。  

イエスは人々に働かれました。 しかし、人々への奉仕は彼の仕事ではなく、彼の

人生でした。 それは、イエスが出勤して退勤するまでの間にすることではありま

せんでした。  

イエスは、しもべとして人々の必要に応じて奉仕し、私たちに素晴らしい模範を示

してくださいました。 

ミニストリーは必ずしも都合のよいものではありません。 イエスに仕えること

は、出勤して退勤するまで、9時から5時までの仕事ではありません。 私たちが何

をするかではなく、何者であるかであるべきなのです。 私たちは主のしもべであ

り、それが私たちの人生であり、私たち自身なのです。  

いいですか、人々の必要に応じて奉仕することは、月曜から金曜までの9時から5時



の間、あるいは日曜の朝8時30分から11時30分までの間に行われるとは限りませ

ん。 時には、主や人々に仕えるのが昼寝の時間にかかるかもしれません。キリス

トがしたように、無私無欲で人々に奉仕えたように、私たちは、主の手となり足と

なる必要があります。 

さて、聖書には、その働きがどのくらい遅くまで続いたかは書かれていません。  

しかし、町中の人々がイエスのもとに行き、イエスが時間をかけて一人一人に手を

置かれたという事実から、夜遅くまで行われたという印象を受けることができま

す。  

では、今日の最後の数節を見て、この話を締めくくりましょう。  

ルカ4:42-44；"混乱に対する権威" 

この最後の節では、イエスの混乱に対する権威に注目します。 

この日は、夜遅くまで働き続けていたにもかかわらず、イエスは翌日、起きて主と

二人きりになるために出発したことが書かれています。 

並行して書かれている記述から、彼が砂漠で行っていたことはわかっています。 

実際、マルコの福音書によると、イエスは「朝早くまだ暗いうちに」、日がでてく

る前に起きて、主と二人きりになれる静かな場所を見つけて祈っていました。(マル

コ1:35) 

私たちの頭の中では、昼夜を問わず人に仕え、人々のために働いた後は、次の日は

少しでも寝ていられる理想的な日だったら思うでしょう。  

私が月曜日を休日にしているのには理由があります。 

一日中、奉仕活動をした後は、疲れ果てていることが多いのです。 何も残ってい

ないのです。  

ここで、イエスは非常に重要なことを私たちに示しています。  

イエスは人間でした。 あなたや私が疲れているように、イエスも疲れていたので

す。 そして、イエスが経験されたような一日の働きの後は、イエスの人間として

の体は疲れていたと私は確信しています。  

彼はリフレッシュする必要があり、神が次に彼がするのに用意したことのために力

を新たにする必要があったと確信しています。 

だからこそ、イエスは早起きして祈ったのでしょう。 イエスは、力を新たにして

リフレッシュすることは、ゆっくり寝ることではなく、早起きして父と二人きりの

時間を過ごすことだと考えていました。  

福音書の中には、イエスがしばしば離れて父との祈りの時間を過ごしていたことが

何度も書かれています。  

それは、主にあってリフレッシュする時間であり、主からの言葉を聞く時間であ

り、これからすることについて主の命令を受ける時間でもありました。  



もし、神の子であるイエスが、父と二人きりになり、祈りの時間を過ごすことを人

生の優先事項としていたならば、それが、イエスがリフレッシュされ、力づけら

れ、その日のための指揮命令を受けるために必要なことであったならば、私たちは

どれほど同じことをする必要があるでしょうか。 

イエスは、私たちが自分の人生で模範とすべき祈りの生活を、私たちに示してくだ

さいました。  

イエスは、神と二人きりになり、神から話を聞き、神によってリフレッシュされ

る、通常の一貫した主との交わり時間を持っていました。 彼は一日の行動指針を

得ることができました。  

イエスがどのような祈りの生活をされていたかを考えると、私自身の祈りの生活を

もっと発展させ、強化する必要があることがわかります。  

もし、あなたが私と同じようにそのようなことに気付いたのなら、自分の祈りの生

活が不足していても打ちひしがれることはありません。 挑戦してみましょう。 自

分の祈りの生活を主に委ね、イエスが私たちに残してくださった模範となるような

祈りの生活にするための力を主に求めましょう。 

来週は、定期的に主と一人で祈りの時間を持つようにして、何が起こるか見てみま

しょう。 それがあなたの人生にどのような影響を与えるかを見てください。 主が

どのようにあなたに奉仕し、あなたをリフレッシュしてくださるかを見てみましょ

う。  

42節の残りの部分では、群衆がイエスを求め、イエスのもとに来て、イエスに留ま

るように懇願したことが書かれています。  

しかし、43節でイエスは彼らに言われた。「ほかの町にも神の国の福音を告げ知ら

せなければならない。わたしはそのために遣わされたのだ。」  

なぜイエスは留まって大衆に奉仕しなかったのか？ それは、主との祈りの時間に

関係していたのではないでしょうか。 

イエスは早起きして主との時間を過ごし、主との時間の中で、父はイエスに指示を

与えていました。  

イエスは、神の国を宣べ伝えるために他の町に出かける必要があることを知ってい

ました。それは父との時間を過ごして父から聞いていたからです。  

大衆が集まってきて、イエスと一緒に過ごしたいと思っていたので、完璧な宣教の

機会のように見えましたが、神はイエスに別のことをされました。  

このことから、主への奉仕に関して、とりわけ、私たちの召しとどこで奉仕すべき

かというもう一つの重要なことに気づくことができます。 

いいですか、必要性と召命は必ずしも一致しません。 カペナウムでは求められて

いました。 人々は主について教えられる必要があり、主が誰であるかを理解する

ために成長する必要があり、少なくとも外見上は、喜んで来て聞いているように見

えました。 



しかし、神はイエスに別のものを用意していました。 神は別の手段でカペナウム

の人々の必要を満たすのです。 それは、神がその時点でイエスを召されたことで

はありませんでした。 

イエスは、ガリラヤのさまざまな会堂で教え、説教を続ける必要がありました。  

時々、私たちは、必要性に迫られて、神様が意図していないことをしてしまうこと

があります。 

必要なことに気を取られて、神様が本当に召されていることを見逃してしまうこと

があるのです。  

だからこそ、私たちは祈り、自分の周りにあるニーズのうち、どれが、神様が私た

ちに求めているものなのかを神様に尋ねることが大切です。 それは必ずしも明白

なものではないかもしれません。  

イエスは、カペナウムで求められているものが、自分が満たすべきものではないと

確信していました。それは時間をかけて祈り、神の導きと案内を求めたからです。 

神はイエスに、神がイエスを送られた目的のために、他の町に移って説教するよう

に言われました。 

そして、私たちが主の前に出さなければならない質問は、神は何のために私たちを

遣わされたのかということだと思います。 私たちの人生に対する神の御心は何で

しょうか？ 

今日の箇所には、私たちに対する神の願いの要素が見られると思います。  

神は、私たちが神の言葉の中に留まることを望んでおられます。神の言葉には力が

あり、私たちを完成させ、私たちを備えてくださるからです。  

また、御言葉は私たち自身の心を明らかにするだけでなく、御父の心も明らかにし

てくれます。 

神は、私たちが神を信じ、その信仰を行動で示すことを望んでおられます。 私た

ちはイエスや他の人に仕えなければなりません。なぜなら、仕えることは単に私た

ちがすることではなく、神様が私たちを召されたこと、つまり神様のしもべになる

ことだからです。 

神は、私たちが祈りの中で神との時間を過ごすことをささげることで、私たちの声

を聞きたいと思っておられます。 私たちが神の意図しないことに気を取られない

ように、神は私たちを導き、神の意志を明らかにしたいのです。  

そしてそれこそが、今日の主の言葉が私たちに与えてくれるものなのです。 祈り

ましょう。 


