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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。 ここで皆さんと一緒
に主を礼拝できることをうれしく思います。 

新しく来られた方、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。 

ご存知のように、私たちは今週行われているVBSにとても興奮しています。 たく
さんの飾り付けをして、今日の午後には、一緒に最終仕上げをして、明日の朝から
始めます。 
主にあって素晴らしい一週間となるように、皆さんのお祈りを心から感謝していま
す。 今年のVBSに参加してくれる子供たちや家族に主の祝福がありますように。  

VBSは素晴らしいミニストリーの機会です。 私たちの子供たちや家族への素晴ら
しい働きかけであると同時に、必ずしも地元の教会に参加していない子供たちや家
族への素晴らしい働きかけでもあります。  

ですから、今週のVBSに参加するすべての人々の心と人生に、神様が、素晴らしい
働きをしてくださるように祈ってください。 

子どもたちといえば、日曜日の朝、子どもたちが「黙示録」を学んでいることを皆
さんにお知らせしたいと思います。 

日曜学校のディレクターのZulemaさんが、皆さんにお知らせしてほしいとのこと
でした。 というのも、『黙示録』を読んだことがない人には、かなり興味深い内
容が書かれているからです。  
さて、私たちは常に年齢に応じたレッスンを心がけ、神の言葉を生活に生かせるよ
うに、こどもたちのために一番下の棚に置いています。  

それにもかかわらず、子供たちは家に帰ってからいくつかの質問をしてくるかもし
れませんので、私たちは皆さんにその質問に対する準備をしていただきたいと思っ
ています。 黙示録の内容に詳しくない方で、私たちが子供たちに教えているカリ
キュラムについて知りたい方は、Zulema先生か日曜学校の先生がその資料につい
てお教えします。  

私たちは、子供たちや私たち自身に、神のご計画を教えることが重要であると考え
ているので、神の言葉のすべてを共有することをためらうことはありません。 私
たちは、パウロがテモテに書いた聖書に関する言葉を信じ、それに従います。 パ
ウロは若いテモテに次のように手紙で宣言しました。「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。 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) 

私たちは、神の言葉の啓示と力を信じているので、神の言葉が私たちの中で働いて
くれると信じて私たちが神に身をゆだねるときに、子供たちや大人たちを聖書に導
くことができることにわくわくしています。 

それでは、小さな子供たちは自分の教室に行ってもらいましょう。 子供たちが出
て行く間に、他の皆さんはルカの福音書第5章を開いてください。  



もし、今朝、聖書をお持ちでない方は、周りの椅子の下に置いてある聖書をお借り
になると、御言葉に沿って読むことができると思います。  

一緒に聖句を読んで学ぶことと、私が言うことを聞くだけではなく、自分で御言葉
を調べて、何が書いてあるのかを知ることは大切だと思っています。  

また今朝は、礼拝の終わりに、教会の家族として一緒に聖餐式を行う時間を設けま
す。 

これは、毎月の第一日曜日やその他の特別な日に定期的に行うものです。 私の願
いは、御言葉の時間の中で、神様は、礼拝の終わりに神様との聖餐式を共に持つた
めに、私たちを備えてくださいます。 
皆さん、主とその御言葉に敬意を表してお立ちください。  

今日は、聖書の短めの箇所を一緒に見ていきましょう。 ５節ほどの長さです。 

礼拝の終わりに主との聖餐式の時を楽しむために、時間を十分に残しておきたいか
らです。 

今朝の箇所は、ルカの福音書第5章12-16節です。 そして、私たちの学びのタイト
ルは、「あるらい病を患っていた人からの人生の教訓 」となります。 

私が聖書からお読みしますので、ついてきてください。 ルカは、5章12節でイエ
ス・キリストの生涯と働きについての話を次のように続けています... (R & P) 

イントロ 

今日の箇所では、イエスのもとに癒しを求めてやってきた一人のらい病の人につい
てのルカの記述を見ていきます。 

この記述は、マタイとマルコの福音書にも記録されていますので、それらの記述も
参考にしながら、この時代に起こった出来事の全体像を把握していきます。 

知らない方のために、らい病とは、ゆっくりと進行する伝染性の不治の皮膚病で
す。 
らい病の症状は、白い斑点ができたり、ただれたり、鼻の先や指、足の指などの四
肢を失うこともありました。 

現在では、医学的な治療法がありますが、聖書の時代には医学的には不治の病とさ
れていました。 ラビは、らい病は人間の力では治せない病気だとみなしていまし
た。 つまり、らい病にかかることは、ほとんどの人にとって生涯続くことだった
のです。 
らい病に関連する聖書の他の箇所を見ると、らい病が治る唯一の方法は、神の御
業、つまり主からの癒し、奇跡であるとわかります。 

また、らい病に感染した人には、非常に厳しいガイドラインが設けられていまし
た。 レビ記第13章と第14章には、らい病に感染した人が従うべきガイドラインの
ほとんどが記載されています。 

レビ記13章3節によると、誰かが本当にらい病にかかっているかどうかを判断する
ために、祭司がその人を検査する責任がありました。祭司は調べた後、その人の皮
膚のただれに、らい病があると「あなたは汚れている」と言い渡します。[レビ
13:3b]。 



汚れていると判断された人は、宗教的な礼拝の儀式に参加する資格がないことを意
味します。 したがって、らい病の患者は幕屋や神殿、その他の公共の場で主を礼
拝するために集まることは許されませんでした。 

らい病人は汚れていたので、人々はらい病の人に触れることは許されませんでし
た。らい病の人は汚れており、汚れたものに触れると人は汚され、儀式的にも汚れ
た者となり、まず儀式的な洗浄を受けなければ、特別な礼拝の儀式に参加すること
ができなくなります。 

つまり、町の外にいても、らい病の人は挨拶を受けたり返したりすることができな
いのです。東洋では、挨拶には抱擁がからむからです。 

モーセは、レビ記13章45-46節で、らい病にかかっていることがわかった人につい
て、こう書いています。「重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほ
どき、口ひげを覆い、『わたしは汚れた者です。汚れた者です』と呼ばわらねばな
らない。 この症状があるかぎり、その人は汚れている。その人は独りで宿営の外
に住まねばならない。」(レビ13:45-46） 

だから、彼らは破れたボロボロの服を着て、頭を剃って、顔を隠して、「汚れてい
るので、距離を置いてください」という公共サービス情報の役割を果たすために、
人前ではいつでも大声で「汚れている！汚れている！」と叫ばなければなりません
でした。 

このように、彼らは自分から離れて身体が衰えていくだけでなく、社会的にも厳し
い非難や烙印を受けなければなりませんでした。  

彼らは、野営地や町の壁の中で生活することは許されませんでした。 他の人から
離れて、一人で孤立した生活をしなければなりませんでした。 

らい病の人の生活は、大きな悲しみの人生でした。  

人情を受けることも許されませんでした 

自分の弱さや病気を隠すことはできず、すべての人に公然と宣言しなければなりま
せんでした。 

孤立した孤独な生活を送らなければならなかったのです。  

イエスに近づいたこの人もそのような状態でした。  

さて、らい病という病気についての基本的な理解と、それがユダヤ人社会の中で誰
にどのような影響を与えたのかを理解した上で、ある日イエスのもとにやってきた
あるらい病の人について、冒頭の聖句を見てみましょう。  

ルカの福音書5章12節です。 

ルカはあまり背景を説明していませんが、マタイは少し説明しています。 

このらい病患者は、イエスが、マタイの5章、6章、7章で有名な「山上の説教」を
終えた後に、山から降りてきたのち、イエスのもとにやってきたと言われていま
す。  

マタイの8章1節には、イエスが山から下りてきて、大勢の人々がついてきたとき
に、このらい病の人がイエスに近づいたと書かれています。  

ルカは、名前は書かれていませんが、ある町にイエスがいたときに起こったことだ



と伝えています。 それはカペナウムかもしれませんし、ガリラヤ海の北岸に沿い
にある別の小さな町かもしれませんが、100％の確信を持ってどの町とは言うこと
はできません。 
さて、ルカ先生はこのらい病の人について、医学用語を使って説明しています。 
ルカは、この人が、ただのらい病患者ではなく、らい病に満ちていることを伝えて
います。 

この言葉は、この人が病気の進行した状態であったことを示しています。「満ちて
いる」という言葉は、らい病のただれに完全に覆われている人のことを指していま
す。  

この言葉には、らい病があらゆる点で完全に発症しているという意味が込められて
います。 このようならい病が進行しているということは、この人がかなりの期
間、このような状態にあった可能性が高いです。  

ルカは、このらい病の人がイエスを見て、イエスのもとに来て、イエスの前に顔を
伏せて自分を治してくれるように懇願した様子を書いています。 

この顔を伏せるという行為は、礼拝のようなものでした。 実際、マタイの福音書
には、このらい病の人が来てイエスを礼拝したことが書かれています。 (マタイ
8:2)  
らい病人は汚れていたので、他の人と一緒に集まって礼拝することはできませんで
した。 しかし、その事実にもかかわらず、このらい病の人はそのようにしたので
す。 

イエスについて行っている群衆の中で公然と礼拝することは、らい病人にとってど
れほど自由なことだったでしょうか。  

教会での礼拝を禁じられ、人と交わることを禁じられていたのに、主の前に出て礼
拝することを決意したのです。 

ここで、このらい病の人についての最初のポイントがあります。 彼はイエスを礼
拝することを決意し、主の前で顔を伏せることを何にも邪魔させませんでした。 

私たちも同じような決意を持って、イエスを礼拝したいと思うべきなのです。  

あまりにも多くのクリスチャンが、礼拝を「たまに気が向いたときにするもの」の
ように扱っています。 もしかしたら、しばらく教会に行っていなくて、礼拝の時
間に取り残されていると感じているかもしれません。 あるいは、礼拝を、たまに
掻かなければならない痒みのようなものとして扱っているのかもしれません。 

私たちのイエスへの礼拝は、常に行われるべきものです。 私たちが主のもとに行
って礼拝することを妨げるものがあってはなりません。 イエスを礼拝することよ
りも重要なこととは？ 私たちが主の御前に行くのを妨げるもの？ 

観光？ 寝坊すること？ 試合観戦をすること？どのようなことを許して、私たちを
礼拝から遠ざけているのでしょうか、 私たちが主の御前に行くことを妨げている
のでしょうか？ 

このらい病の人は、イエスを礼拝することを決意し、私たちの生活の中で見習うべ
きお手本を示してくれたと思います。 私たちも、公に主を礼拝することを妨げる
ものがあってはなりません。  



また、このらい病の人の礼拝について、いくつかの点に注目したいと思います。 

第一に、彼の礼拝はへりくだりの現れであったことがわかります。 

 
らい病の人はイエスの前に来て、顔を伏せました。 彼は、主の前にへりくだって
来ました。  

彼の礼拝にはある種の畏敬の念と尊敬の念がありました。 

私たちが主を礼拝するときには、的外れなことをして、中途半端な気持ちで礼拝を
してしまうことがあると思います。ただ流れ作業のように不真面目な気持ちで礼拝
してしまうなど。  

私たちの礼拝は、へりくだって、誠実に行われなければなりません。  

私たちは、自分が歌っているのは誰のためになのか、ひれ伏すのは誰のためになの
か、誰の御前に出ていくのか、謙虚に、畏れと驚きをもってそれらを行わなければ
なりません。 

全能の神である主が、私たちが主の前に出ること、あるいは礼拝を通して主と交わ
ることを許されたということは驚くべきことです。  

第二に、このらい病の人の礼拝は、謙虚に行われただけでなく、彼の信仰を示すも
のでもありました。  

そのらい病の人は、イエスのもとに来るのに大きなリスクを負っていました。 社
会的には、適切に彼がだれか名乗らずに、彼がしたように群衆の中に入ることは禁
じられていました。  

他の福音書の記述を見ても、彼が汚れていると叫びながら自分が、らい病患者であ
ることを公に表明するという適切な手順を踏んだ形跡はありません。 

彼は信仰を持ってやってきて、イエスを「主」と宣言しました。 この言葉は、単
に尊敬の念を込めて誰かを指すのに使われることもありますが、全体的な文脈か
ら、このらい病患者は、イエスを単なる先生や尊敬される指導者以上の存在として
信じていたことが感じられます。 

当時、ラビたちによって、らい病の唯一の治療法は、神からの癒しを受けることだ
と信じ、教えられていました。 このようならい病は、治るものではありませんで
した。らい病は全身を蝕むまで悪化していくことが多いのです。 この男性もその
ような状態でした。 彼は神の癒しを必要としており、信仰を持ってイエスのもと
に来たのです。 

このらい病の人は、イエスの中に、多くの人がまだ確信していないことを見たのだ
と思います。それは、イエスが単なるラビではなく、単に尊敬される教師でもな
く、主から遣わされた者であり、神の御業を行う能力を持っているということを見
たのです。  

イエスが主であると信じることは、イエスが神であると信じることであり、汚れた
者として聖なる神の前に出ることは、大きな信仰の一歩となります。  

そのらい病の人は、イエスが自分を癒すことができる、彼が求めている神の手で触
れてくださるということを信用して信じて、信仰を持って来たのです。 



私が好きなのは、らい病患者が癒される前に、信仰を持ってイエスを礼拝したこと
です。 彼は癒された後に礼拝したのではなく、癒される前に礼拝したのです。 

主が祈りに答えてくれた後に主を礼拝するのは簡単ですが、主が答えてくれる前は
どうでしょうか。 私たちが困難な時、周りの状況が崩壊しているように見える
時、私たちは信仰を持って主を礼拝しているでしょうか？ 

このらい病の人は、悲惨な状態の中で、癒される前に礼拝していました。 そし
て、彼は私たちに別の教訓を与えてくれます。 私たちの礼拝は、自分の環境に左
右されるべきではありません。 人生がうまくいっているときにイエスを賛美する
のは簡単です。 しかし、すべての答えがないとき、物事が意味をなさないとき、
イエスを礼拝するのはもっと難しいことです。  

そのような時こそ、環境に関わらず、状況に関わらず、試練やかん難、答えられな
い祈りや、答えのない疑問があっても、イエスを礼拝することを選んだ時に、私た
ちの人生において、神に最も栄光が与えられます。  

主がどのようなお方であるか、主の栄誉と栄光のためにすべてのことを解決してく
ださるという主への信頼から、信仰をもって礼拝するとき、それこそが主が私たち
に望んでおられる礼拝だと思います。 

そのらい病の人がイエスに語った言葉には、もう一つ注目すべき点があります。 
彼はイエスに「主よ、もしあなたがお望みなら、私を清くしてください」と言いま
した。 

そのらい病の人が疑ったのは、イエスが自分を清めることができるかどうかではな
く、イエスが自分を清めようとしているかどうかでした。 

彼は、自分が必要としているもの、つまり主からの癒しを、イエスが十二分に与え
てくれると信仰によって信じよりたのんでいました。  

彼の疑問は、イエスにその意思があるかどうかでした。  

そのらい病の人は、私たちに、イエスへの降伏、自分の人生を主に委ねることを示
しました。 彼は要するにイエスの意志に身を委ねたのです。 「あなたが何を望も
うと、何を決めようと、私はあなたの御心に委ねます」。  

私たちがイエスを礼拝するとき、同じようにしているでしょうか？ 私たちは、私
たちと私たちの人生に対するイエスの御心と願いに完全に委ね、服従しているでし
ょうか？ 

イエスが「父よ、私の御心ではなく、あなたの御心が行われますように」と祈られ
たほど、イエスを信頼していますか？ このらい病の人はそのように祈っていまし
た。 彼は確かに自分の心の願いを持っていました。 彼は癒されたいと思っていま
した。 彼はイエスが自分を癒せることを知っていました。 ただ、それが神の御心
であるかどうか自信がなかったのです。  

ですから、彼の礼拝には、彼の謙虚さと信仰だけでなく、主と彼の人生に対する主
の御心に身をゆだねていることがわかります。 

先に進む前に、このらい病の人と彼のイエスへの礼拝について、もう一つ気になっ
たことがあります。 

それは、信仰によって踏み出す意思と、ほとんどの人が不可能だと考えることを、



神がしてくださると信じるとことです。 

彼は奇跡が起きると神を信頼しようとしたのです。  

私たちはどうでしょうか？ 私たちは、他の人が何と言おうと、何と思おうと、信
仰をもって一歩踏み出し、他の人が考えもしないようなことをしてくださる神様を
信頼することができますか？ 

私たちは、主に信仰をおいて一歩を踏み出し、他の人が不可能だと思うようなこと
でも主がしてくださると信頼することを、いとわない人々でなければなりません。  

私たちが神に信頼してそのように働くとき、神は称えられると思います。 神は、
私たちが考えたり想像したりする以上に、非常に豊かに行うことができる方です。 
ですから、神様を制限したり、枠にはめたりしないでください。 信仰の一歩を踏
み出し、不可能を可能にしてくださる神様を信頼しましょう。 

神は、まだ奇跡を起こすことができる方だと信じています。 そして、私たちが喜
んで神を信頼するならば、神はもっと多くのことをしてくださると信じています。  

さて、イエスがこのらい病の人にどのように対応されたか見てみましょう。 

ルカの福音書5章13節  

イエスは、まず手を差し伸べて、このらい病の人に触れられました。  

マルコの福音書では、ここに重要な記述が加えられています。「イエスが深く憐れ
んで、手を差し伸べてその人に触れた。」 (マルコ1:41） 

イエスは、このらい病の人に対する愛と憐れみのゆえになさったのです。  

その触れた感触が、このらい病の人にとってどのようなものであったか、想像する
ことができますか？ この人にとって、他の人間が実際に彼に触れてからどれだけ
の時間が経っていたのでしょうか。 この人にとって、他の人間の暖かい肉体的な
接触を最後に感じてからどれほどの時間が経っていたのでしょうか。 

人に抱擁されることを禁じられていた男が、突然、神の手によって抱かれ、触れら
れたのです。 その感触は、どれほど素晴らしいものだったでしょうか。彼の体全
体に、温かさと感覚が伝わったに違いありません。  

さて、ここで注目すべきことがあります。 イエスはらい病患者に触れる必要はあ
りませんでした。 触れる必要はありませんでした。イエスは、単に彼に清いと宣
告し、祭司の前に出て行くように言うこともできました。 

私は、イエスが彼に触れたのは、その触れたことがこのらい病患者にとってどれほ
どの意味を持つかを知っていたからだと思います。  イエス様はこの人のらい病に
気後れすることなく、このらい病の人に触れることに嫌悪の顔を向けたり、ぞっと
したりしませんでした。 

主は私たちにも、そのようなことをしません。 私たちの嘘や葛藤、罪を見て、嫌
な顔をしたり、愕然としたりすることはありません。 私たちが失敗して罪を犯し
ても、嫌悪感を抱いて目をそらすことはありません。 私たちを愛しているからで
す。  

ここには、私たちが従うべき素晴らしい手本があると思います。 私たちは、好ま
しくないと思われている人や追放された人から目をそらすべきではないということ



です。 イエスは、この人が触れられ、愛を示されることを必要としていることを
知っていたので、手を差し伸べて触れられたのです。  

私たちも同じことをしたいと思うべきです。 他の人に手を差し伸べ、その人の人
生に触れることで、その人を励まし、高め、主に近づけようとするのです。  

さて、興味深いことに、イエスのこの件で、このらい病の人のような汚れたものに
触れると、その人も儀式的に汚れたものになってしまいます。  

イエスはこの病人に手を差し伸べ、触れることで、病人の汚れを自らのものとされ
たのです。 

これは、第2コリント5:21にある、「罪と何のかかわりもない方を、神はわたした
ちのために罪となさいました。わたしたちはその方によって神の義を得ることがで
きたのです。」という真理の美しい話です。(2 コリント 5:21) 

イエスはこのらい病をわずらっている人に触れたとき、その汚れを身につけられま
した。そして、イエスが私たちの罪を肩に担いでカルバリーの十字架にかかられた
とき、私たちにも同じことをしてくださいました。  

イエスが手を伸ばしてらい病患者に触れられたとき、イエスは「私は喜んで清めら
れます」と宣言されました。 

このらい病をわずらっている人にとってなんとすばらしい言葉だったのでしょう
か。 
主が「私は喜んでしましょう」とおっしゃったのです。 主が彼に「私は喜んでい
る」と言われたのです。その瞬間、彼が感じたであろう安心感を想像できますか？ 

この言葉を聞いたとき、世界の重荷が肩から下ろされたような気がしたのではない
でしょうか。  

主は、信仰を持って主のもとに来る者のために喜んで働いてくださいます。 その
らい病をわずらっている人の人生に主が喜んで働かれたように、私たちの人生にも
主が喜んでで働かれると信じています。 

ここで、この癒しと、神が喜んでらい病をわずらっている人を癒すことについて注
目したいことがあります。 

個人の人生における神の癒しに関しては、しばしば神の御心の問題になります。 
あなたが癒されることは神の御心の一部なのか、それとも神には別の計画があるの
か、それとも異なる計画があるのか。 

あなたが十分な信仰を示せば、神はあなたを癒すだろうと、信仰だけで神の癒しに
ついて語る人がいます。  

このような人々は大きな勘違いをしており、キリストの体、特に自分の人生に神の
癒しの御手を求めている人に対して大きなダメージを与えています。 

神の癒しの御手は、実際には神の御心の問題です。  

パウロが自分の人生に癒しをもたらしてくれるように主に頼んだことが3回書かれ
ていますが、主は彼を癒しませんでした。 パウロには癒されるだけの信仰がなか
ったと考えるべきでしょうか。 そうではありません。 

神はパウロに、「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に



発揮されるのだ」と言われました。(2コリント12:9) 

パウロの「肉のとげ」が癒されなかったのは、神の意志でした。 それはパウロの
信仰とは関係なく、パウロに対する神の御心と関係していたのです。 

皆さんの中には、どうして神は私の人生に癒しを与えようとしないのだろうと思う
人もいるかもしれません。 なぜ神は私が苦しむことを望まれるのか、なぜ私がこ
のように感じることを望まれるのか。 なぜ神はすべての人に癒しをもたらさない
のだろう？ 

神がなぜそのようなことをなさるのか、私にはわかりません。 私たちには理解で
きないこともあります。 

しかし、私はイザヤがイザヤ書の55章で述べていることを思い出します。 イザヤ
はこう言っています。「わたしの思いは、あなたたちの思いと異なりわたしの道は
あなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているようにわたしの
道は、あなたたちの道をわたしの思いはあなたたちの思いを、高く超えている。」
(イザ.55:8-9)  
主の御心は私たちのよりもすばらしい。 たとえ理解できなくても、それを信じ、
信仰を置くことで、すべての理解に勝る平安を得ることができるのです。 

さて、イエスが手を伸ばして彼に触れ、彼を癒す意思があると宣言されたとき、13
節の終わりに、彼からすぐにらい病が去ったことが語られています。  

イエスは触ることのできない人に触れ、不治の病を治されたのです。 キリストの
言葉で、らい病は彼から離れ、彼はこの不自由な病気から清められたのです。  

では、次に何が起こったのかを見ていきましょう。 

ルカ5：。 

イエスはこの人に、自分が癒されたことを誰にも言わず、祭司のところに行って自
分を見せ、モーセの律法に従って必要なものをささげるようにと、厳しく戒められ
た。  

興味深いことに、レビ記14章には、らい病をわずらっている人が癒された場合に祭
司が何をすべきかが非常に詳しく書かれています。  

興味深いのは、らい病は不治の病と信じられていたことです。 しかし、神はこの
病気を、清められ受け入れられたと宣告することで奇跡的に癒すことを知ってい
て、清く完全な状態で社会に戻ることができるようにしました。 

また、イエスがそのらい病をわずらっている人に「誰にも言わないように」と言わ
れたことも興味深いです。 

すでに述べたように、イエスの後には群衆がついていっており、彼らはこの奇跡を
目の当たりにしたはずです。 これは秘密の癒しではなく、多くの人が見ていたの
です。 

では、なぜ主は、自分が受けたこの奇跡的な癒しを誰にも話してはいけないと言わ
れたのでしょうか？ いくつかの可能性を考えてみましょう。 

第一に、イエスは自分が律法を守り、神の言葉に書かれている指示に従っているこ
とを確認したかったのかもしれません。 



この場合の行動は、すでに聖書に記されていました。 モーセがレビ記を書いたと
きに、その過程を説明しています。 

らい病患者のただれが癒された場合、その人は祭司のところに行き、癒されたこと
を町中に言いふらしてはいけませんでした。  

祭司は、らい病患者のただれを検査し、その人が本当に病気から癒されたかどうか
を判断する責任がありました。 

ですから、イエスは御言葉に書かれている例に従っただけかもしれません。 

しかし、イエスは祭司たちへの証しとしてこれを行いたかったのではないかと感じ
られます。  イエスは、この奇跡が彼らの証しになると言いました。  

神が再び人々の間で活発に動いていることを示すためです。 祭司の中にも興奮が
広がり、多くの人が注目することになるでしょう。 

神殿に来て祭司の検査を受け、清められ、不治の病が治ったと宣告されることは、
毎日のことではありませんでした。 これは祭司たちにとって大きなニュースだっ
たでしょう。 

私が注目すべきもう一つの理由は、イエスが奇跡を起こす人としての人気を求めて
いなかったことです。 イエスの関心は、次にどんなすごいことをしてくれるのか
を知りたいがために、群衆を引き寄せることではありませんでした。 

今日の箇所を見ればわかるように  他の福音書の記述によると、イエスはもはや公
然と町に入ることができず、町の外の人のいない所におられた。それでも、人々は
四方からイエスのところに集まって来た。(マルコ1:45b) 

だから、イエスが、そのらい病をわずらっている人に自分の癒しをみんなに話さな
いようにしてほしいと思ったのも納得できます。 

しかし、結局のところ、それはイエスの時がまだ来ていないということだったので
はないでしょうか。 

イエスがロバの背に乗ってエルサレムに入るとき、人々の賞賛と称賛を受ける時が
来るでしょう。 

この時は、そのタイミングではなかったのです。 イエスは、父なる神が初めから
定められた予定表通りに働いておられました。 イエスは、父の計画とタイミング
に委ねられていました。 そして、そのタイミングは、この時ではなかったので
す。 

次の節を読んで、次に何が起こったかを見てみましょう。 

ルカの福音書5章15節です。 

イエスがこの奇跡を黙っていようとしたにもかかわらず、噂は広まっていきまし
た。 不幸なことに、その原因の大部分は、そのらい病を患っている人にあり、彼
がイエスの命令に従わなかったことにあったのです。 

私たちはルカの記述を読んで、おそらく大勢の人々が噂を広め、その患者は言われ
た通りのことをしただけだと考えることができます。 

しかし、マルコの福音書には、そうではなかったと書かれています。 マルコの福
音書によると、イエスが、そのらい病を患っていた人に指示したにもかかわらず、



「彼は出て行って、自由に宣べ伝え、このことを広め始めた」（マルコ1:45a）と
書かれています。 

この男を見て、その不従順さを指差して嘲笑するのは簡単ですが、私はそうするこ
とに関しては気をつけたいと思います。  

確かにこの男はやらかしました。 そう、彼は主に背いたのです。 彼のしたことは
間違っていました。  

神は彼の人生に力強い方法で触れられ、イエスは彼に手を差し伸べ、彼に触れ、彼
を清められました。 彼はそのことを黙っていられなかったのです。  

イエスが私たちに同じことをしてくださったという事実を考えると、とても興味深
いですね。  

イエスは私たちの人生に力強い方法で触れてくださいました。 イエスは十字架の
上で手を伸ばし、そうすることで私たちの罪を自ら背負い、罪の致命的な影響から
私たちを清めてくださったのです。  

私たちと、このらい病を患っていた人との唯一の違いは、イエスが私たちに実際に
この知らせを広めるように命じていることです。 イエスが私たちのためにしてく
ださったことを、知っている人すべてに伝えなさいということです。 

奇妙なことに、このらい病患者は黙っているように命じられていたにもかかわら
ず、皆に伝えずにはいられませんでしたが、キリストが私たちのためにしてくださ
ったことを皆に伝えるように命じられている私たちは、時に、黙っていることがあ
ります。  

どちらが悪いのでしょうか？ 神の目から見れば、どちらも間違っています。  

しかし、私たちは少なくとも、清められ、人生が回復し、神に触れられたそのらい
病患者の興奮、熱意、喜びを理解することができます。  

沈黙している私たちには、どんな言い訳があるでしょうか。 らい病を患っていた
彼を嘲笑する前に、私たちは自分自身の生活と主への従順さを考えなければなりま
せん。 

私たちは、神が私たちにしてくださった素晴らしいことを、周囲の人々に伝えるこ
とに従順でしたか？ イエス・キリストがどのように私たちのために手を差し伸
べ、私たちの罪を癒してくださったかを人々に伝えてきたでしょうか。 

イエスが私たちのために十字架の上で行ってくださった、私たちを罪から清めてく
ださる働きは、このらい病を患っていた人にもたらされた癒しよりもはるかに大き
な働きです。  

斑点が取り除かれたらい病をわずらっていた人の興奮と熱意が、私たちのそれであ
りますように。  

それでは、最後の16節で本文を締めくくりましょう。 

ルカの福音書5章16節です。 

群衆が絶えずイエスの周りに集まり、大勢の人々がイエスの話を聞き、イエスに癒
されようと集まってきたとき、イエスはここで私たちに素晴らしい手本を示してく
ださいました。 



多くのことが私たちの注意を引きつけます。 そして、私たちはすべてのことに注
意を払おうとするあまり、自分自身をぼろぼろにしてしまう傾向があります。  

しかし、イエスはここで私たちに重要な手本を示してくれています。 イエスは、
人気のない静かな場所に引きこもって祈り、主との時間を過ごされました。  

人生があなたを様々な方向に引っ張られているように見え、複数のものがあなたの
時間、注意、エネルギーを求めているときは、イエスの例に倣って、離れて主の声
を聞くことを優先させてください。  

神に召された仕事のための力は主から来るので、主と会ってリフレッシュする時間
が必要なのです。  

今朝は、聖餐式の時間が設けられていますので、そのような素晴らしい機会が与え
られています。    

締めくくり・聖餐式。 

ニック牧師と賛美チームの皆さんに、再びここに来ていただき、賛美と聖餐式の時
間をリードしていただきたいと思います。  

また、アッシャーが聖餐式の品々を配り始めることができれば、それも素晴らしい
ことだと思います。 

聖餐式は、キリストが私たちのためにしてくださったことを思い出すために行うも
のです。  

キリストが、私達にどのように手を差し伸べ、私たちの人生に触れてくださり、十
字架にかかり、私たちの罪をかぶってくださったことを思い出すためのものです。 

そして、十字架の働きによって、信仰によって彼を信じるすべての人に、赦しと恵
みが与えられます。  

私たちがパンと杯をいただくとき、私たちは主との一体感を象徴します。 私たち
は、主が、私たちのために体を裂かれ、血を流してくださった十字架での御業を認
めます。 

パウロはコリントの教会に手紙を書き、聖餐式の要素をどのように受けるべきかを
指示しました。 

パウロは1コリント11:23に次のように書いています.。(25節までを読む) 

私たちが配るクラッカー、つまりパンは、私たちのために裂かれたた主の体に例え
られています。 パンを食べるとき、私たちは十字架に釘付けにされた主の裂かれ
た体を思い起こします。 

私たちが配るぶどうジュース（杯）は、イエスの血による新しい契約に例えられて
います。 杯をいただくことで、私たちはもはや律法の下ではなく、恵みの契約の
下にいることを思い起こします。 私たちは、私たちの人生における神の救いの御
業を思い起こすのです。 私たちは、イエス・キリストを信じる信仰によって、恵
みによって救われているのです。 

パウロは26節でこう付け加えています。「だから、あなたがたは、このパンを食べ
この杯を飲むごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知らせるのです。」   

聖餐式は、イエスが私たちのためにしてくださったことを振り返る時であると同時



に、イエスが私たちのために来てくださる時を楽しみにする時でもあります。  

そこで、アッシャーが皆さんに聖餐式の品々を配り、ワーシップチームが私たちを
リードして礼拝の時を持つことになります 

今日は、主に導かれるままに参加していただくことにしました。 パンとジュース
を受け取った後は、祈りの時間を持ち、主があなたに働き、主があなたを召された
すべてのことにおいてあなたを強めてくださるようにし、主の導きに従って召し上
がってください。  

最後に、ニック牧師のリードで1曲歌っていただき、私たちの時間を締めくくりま
す。 


