
ルカの福音書6章1～11節 「安息日を尊ぶ」 2021年8月22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。 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。

新しく来られた方や、ネットで礼拝を守られている方を歓迎します。

小学生のお子さんたちを日曜学校のクラスに送り出しましょう。

それ以外の方は、引き続きルカの福音書を学んでいきましょう。 今朝、聖書をお持
ちの方は、ルカの福音書の6章を開いてください。

先週は5章の学習を終えましたので、今朝は6章の最初から、この福音書の箇所を１
章ごと、１節ごとに見ていきましょう。

6章が開けたら、主と主の言葉に敬意を表してお立ちください。 

私は私のNew King James版の聖書からお読みします。他の翻訳で読まれている方
は、ご自分の聖書で頑張ってついてきてください。

今朝のテキストは、ルカの6章1～11節で、今日の学びのタイトルは「安息日を尊
ぶ」とします。 ルカは1節で次のように語り続けています...（R＆P）。

ルカの福音書6章1～2節。

ここでは、テキストの最初の2節で、イエスと弟子たちが安息日に麦畑を通過する様
子が描かれています。 

ルカはこの日が第一の安息日の後の第二の安息日であることに言及しています。 こ
れは、前の安息日に起こった出来事と区別するためでしょう。 

ルカの福音書の以前に学んだ4章では、ある安息日にイエスが地元の会堂で汚れた
霊を持つ人を癒した出来事を取り上げました。 

これは、その安息日とは別の安息日でした。 そして、イエスが安息日に何かをした
という2つ目の記録は、安息日にしてはいけないこととみなされました。 安息日に
人を癒すことは、今朝の箇所の後半で見るように、安息日にしてはいけないことみ
なされました。

安息日に、イエスと弟子たちが麦畑を通っていたとき、彼らは麦の穂を摘んで食べ
始めましたが、それを見たパリサイ人たちは、彼らが律法を破っていると非難しま
した。

彼らが犯している律法違反は、他人の麦畑から取って食べているのだから、窃盗だ
と思う人もいるかもしれません。 しかし、他人の畑から食べることはモーセの律法
の下では許されていたことなのです。

申命記23:25-26には、「隣人のぶどう畑に入るときは、思う存分満足するまでぶど
うを食べてもよいが、籠に入れてはならない。 隣人の麦畑に入るときは、手で穂を



摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。」 とあります。

律法では、入れ物に入れたり、立っている穀物を鎌で収穫したりしなければ、畑を
通りながら、実を食べることは許されていたのです。 

果物狩りのようなものですね。決まったお金を払って、入場して好きなものを食べ
ることができますが、何かを持ち帰るには別の料金を払わなければなりません。 

集めて保存しておくのでなければ、畑からちょっとしたものを取ってきてもいいの
です。

弟子たちがしていたことは、その意味では完全に合法でした。というのも、彼らは
単に通りすがりに麦の穂をいくつか摘んだだけで、これからの旅のために穀物を蓄
えていたわけではなく、鎌で穀物を収穫していたわけでもなかったからです。

では、弟子たちは何をして、ファリサイ派の人たちに律法違反だと非難されたので
しょうか？ それは、彼らが何をしたかというよりも、いつそれをしたかということ
です。

ファリサイ派の人々は、弟子たちが安息日にしたことで、彼らが律法を破ったと非
難したのです。

ここで、安息日に関するいくつかの事柄を説明する前に、少し時間を割いてみたい
と思います。

安息日について

「安息日」という言葉は、休息、労働の停止を意味し、聖書の中では出エジプト記
16章23節で初めて登場します。

出エジプト記 16:23 (NKJV) 23 モーセは彼らに言った。

「これは、主が仰せられたことである。明日は休息の日、主の聖なる安息日であ
る。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさ
い。」  

この言葉は、エジプトを脱出の際にイスラエル人がマナを集めたことに関連して
モーセが語ったものです。 彼らは5日間にわたり、1日ごとに必要なマナを集め、6
日目には2倍の量のマナを集めることになっていました。 7日目になると、主は以前
のようにマナを与えられなかったので、6日目に集めたものを取って生活を維持し、
7日目は休息日としました。

安息日についての最初の記述は出エジプト記にありますが、安息日の制度はもっと
古く、創世記2章までさかのぼると天地創造の完成時に主によって制定されまし
た。

創世記 2:2-3　第七の日に、神は御自分の仕事を完成され、第七の日に、神は御自
分の仕事を離れ、安息なさった。 この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息な



さったので、第七の日を神は祝福し、聖別された。

神は創造のすべてを終えた後、休息の日を取られました。「休息」という言葉は、
作業の停止を意味しています。 世界を創造した後、神の力が尽きたかのように、神
がご自身のために休息の日を必要としていたとは思えません。なんといっても 神は
全能であり、すべての力を持っておられます。 

では、神は疲れたのでないなら、なぜ神は休まれたのでしょうか。

聖句によると、神はご自分の民のために7日目に休まれとあります。 

出エジプト記31:16-17には、「イスラエルの人々は安息日を守り、それを代々にわ
たって永遠の契約としなさい。 これは、永遠にわたしとイスラエルの人々との間の
しるしである。主は六日の間に天地を創造し、七日目に御業をやめて憩われたから
である。」

安息日はしるしとして定められたもので、イスラエルの人々は神との契約の一部と
して守っています。神が自分たちを創造し、自分たちを選んだことを感謝の気持ち
を込めて。

安息日を守ることは十戒の一部になり、四番目にでてきます。

出エジプト記20:8-11には「安息日を心に留め、これを聖別せよ。 六日の間働い
て、何であれあなたの仕事をし、 七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、
いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜
も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。 六日の間に主は天と地と海
とそこにあるすべてのものを造り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して
聖別されたのである。」

安息日は休息の日であるだけでなく、第4の戒めに示されているように、祝福され
た日であり、主は安息日を聖別し、イスラエル人に聖なる日として保つように指示
されました。

「神聖な」「聖なる」という言葉は、主のために切り離され、聖なるものとして扱
われることを意味しています。 安息日は、主にとって聖なる日として定められまし
た。

安息日は単なる休息の日ではなく、主への特別な礼拝の日となりました。 

安息日には特別な供え物が捧げられ、レビ記23:3には、安息日は聖なる集会の日、
つまり宗教的な目的のための集会であると書かれています。

このように、安息日の目的は2つあります。安息日は休息の日であると同時に、礼拝
の日でもあったのです。

話を戻しましょう。 では、弟子たちは安息日にしてはいけないことをしたのでしょ
うか？

聖書には、安息日は休息の日であり、安息日には仕事をしてはならないと書かれて



います。 

この律法を守ることの難しさは、何をもって仕事とするかの定義にありました。 聖
書には、安息日に禁止されていることがいくつか明記されています。

エレミヤ書では、重い荷を運ぶことが安息日に禁止されていました。(エレミヤ書
17：21-22)

出エジプト記では、火を燃やすことが禁止されています。 また、耕したり収穫した
りする時期に仕事をしないことにも暗にしめされています。(出エジプト記35:3）。)

出エジプト記には、安息日に料理をしてはいけないことも書かれています。 (出エジ
プト記16:23)。

ネヘミヤでは、安息日に物を売ることが禁止されていました。  (ネヘミヤ. 13:15)

マナや小枝のようなものを集めることも安息日には禁止されていました。(民数記 
15:32)
これらの特定の項目以外には、安息日に禁止されていることは何も書かれていませ
んでした。

何が仕事なのか具体的に書かれていなかったので、パリサイ人や律法学者は、自分
たちで仕事の定義を決めました。   

口伝で伝えられたものは、やがて「ミシュナ」と呼ばれる書物にまとめられまし
た。 ラビの教えであるミシュナには、最終的に39種類の仕事の分類を推定していま
す。

このスライドでは、その39種類のカテゴリーを紹介しています。 

種を蒔くこと、耕すこと、刈り取ること、束ねること、脱穀すること、ふるいにか
けること、選別すること、粉を挽くこと、ふるいわけること、こねること、パンを
焼くこと、羊毛を鋏で刈り込むこと、（羊毛を）漂白すること、（羊毛を）梳くこ
と、（羊毛を）染めること、（羊毛を）紡ぐこと、（羊毛を）引っ張ること、（羊
毛を）縫うこと、織ること、２本の糸を分けること、２枚の布切れを結び合わせる
こと、のび目をほどくこと、縫い合わせること、２枚の布切れを縫うために裂くこ
と、（ガゼルを）捕らえること、（ガゼルを）殺すこと、（ガゼルの）皮を剥ぐこ
と、（ガゼルの皮を）なめすこと、（ガゼルの皮を）こすってなめらかにするこ
と、採点する、（ガゼルの皮を）裁断すること、書くこと、こすり消すこと、建て
ること、引き倒すこと、火を消すこと、火をつけること、仕上げる、一つの場所か
ら他の場所へ物を運ぶことなど。

各カテゴリーはさらに定義され、より多くの規制が追加されました。 例えば、以下
のようなものです。

例えば、「種を蒔くこと」は「植物の成長を促進すること」と定義されました。 種
を蒔くだけでなく、植物の成長を促すその他の行為も禁止されています。 水やり、



肥料やり、種まき、成長した植物の植え付けなども含まれます。 

それほど悪くはないと思います。 しかし、さらに悪いことがあります。

「耕すこと」とは、土壌や水耕栽培など、植物の生育に必要な土壌づくりと定義さ
れています。 この禁止事項に含まれるのは、農地の準備や改良のことです。柔らか
い土の上で椅子の脚を引きずって、意図せずに溝を作ることも含まれます。水がし
み込んでいない耕作地に水をかけること。土に穴を掘ると、そこに蒔かれた種を雨
や流出から守ることができる。たとえ種が蒔かれてなくても、土は作付け作業のた
めに改良されるのです。 

おかしいでしょう？

地面に穴を掘ったり、芝生用の椅子で土の上引きずるだけで仕事になるとは。

刈り取りとは、「植物をその成長の源から切断すること。」と定義されています。 
植物の全体または一部をその成長の源から取り除くことが刈り取りです。

律法学者的には、安息日に木に登ることは禁止されています、というのも、木に登
ることで枝が折れてはいけないからです。また、律法学者的には、動物に乗ること
も禁止されています。これは、動物を殴るための棒をうっかり折ってしまう可能性
があるからです。 

動物に乗ることが、刈り取り関連の仕事として制限されているとは信じられませ
ん。

もっと変な話になりますが。 今日、イスラエルに行くと、ユダヤ系のホテルには安
息日用のエレベーターが設置されていて、各階で開閉するようになっています。な
ぜなら、エレベーターのボタンを押すことは仕事になるので、安息日の律法を破る
ことになるからです。 

ファリサイ派の人々によると、この弟子たちは安息日の律法を破る罪を犯したこと
になります。なぜなら、穀物を摘んで食べることは、刈り取り、脱穀、ふるいにか
けるという少なくとも3つのしてはいけない仕事をしたことになるからです。

ファリサイ派の人々は、休息と礼拝のための特別な日を、人々の重荷に変えてし
まったのです。 

律法の文字を正確に理解しようとするあまり、ファリサイ派の人々は霊の律法を見
落としていたのです。 安息日は休息の日であって、規則や規定にしばられるもので
はありませんでした。

「文字は殺しますが、霊は生かします。」を覚えておいてください。(2コリント3:6)

ファリサイ派の人々が行った非難に対して、イエスはどのように答えられたので
しょうか？ 読んでみましょう。

ルカの福音書6章3～4節 



イエスはファリサイ派の人々に、ダビデとその従者がサウル王から隠れようとした
ときに行ったことを思い出させて答えられました。 この話は第一サムエル21章に書
かれています。

ダビデと従者は祭司の町に来て、旅のために食べるパンを探していた。 祭司のアヒ
メレクは、普通のパンはなく、祭司のためだけの聖別されたパンしかないことをダ
ビデに伝えました。 

しかし、アヒメレクはダビデに答えて言いました。「常のパンはわたしの手もとに
ありません。ただその若者たちが女を慎んでさえいたのでしたら、聖別したパンが
あります」。 (1サムエル 21:4)

ダビデが祭司に自分の従者が本当に清いことを伝えた後、聖別したパンがダビデと
その従者に与えられました。

ある人は、ダビデが安息日の律法を破ったので、イエスがこの例を使って、弟子た
ちが安息日の律法を破ってもよいと示したと言います。 

しかし、それは間違った結論です。 これでは、ダビデと弟子たちが律法を破ったこ
とになります。 しかし、ダビデがそのような責任を問われることはありませんでし
たし、イエスはマタイの並行する記述であるマタイ12:7で、弟子たちは「罪もな
い」と言っています。 

では、なぜこのような例えを使ったのでしょうか。 それは、ダビデと祭司が律法の
文字を正確に守っていたのではなく、律法の精神を守っていたので、律法に違反し
ていなかったことをファリサイ派の人々に示すためだったと思います。 

律法の条文では、パンは聖別され、祭司のためにとっておいたものでした。 しか
し、祭司が自分のパンを必要としている人、特に儀式的にきれいな人を助けるため
に提供したいと思ったとしても、それは何の問題もありませんでした。 

ローマ人への手紙13章10節には、「愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は律法
を全うするものです。」とあります。

ガラテヤ5章では、すべての律法はこの一言で成就すると教えています。「人を自分
のように愛しなさい」。(ガラテヤ5:14)

律法は愛の中で成就します。 アヒメレクは、ダビデとその従者に気を配り、彼らが
儀式的に清められていることを確認することで、律法に違反せず、律法を満たしま
した。

そのため、ダビデは祭司から自分と従者に与えられた供えのパンを食べても責任を
問われませんでした。

この例は、儀式や伝統を守ることよりも、人々の必要性を満たすための愛と思いや
りのほうが大切であることを示しています。

弟子たちが麦を食べたことに罪はありませんでした。なぜなら、彼らの人間として



の必要性が、ファリサイ派の人々が仕事とみなした伝統に勝るからです。

イエスは、弟子たちの行動を弁護する際に、非常に重要なことをしています。 イエ
スは彼らを聖書に導いたのです。

イエスは、「ダビデがしたこと、これを読んだこともないのか」と言われました。 
イエスは、自分がしていることの理由を説明するために、聖書を引用しました。 

これは、私たちが見習わなければならないお手本です。 私たちは、自分たちの中に
ある望みについて理由を示すことができなければなりません。

第一ペテロ3:15「ただ、心の中でキリストを主とあがめなさい。また、あなたがた
のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をして
いなさい。」

私たちは、キリストにある望みについて尋ねてくるすべての人に弁明できるように
しなければならないだけでなく、私たちが行う多くのことについて、聖句を示し、
聖書的な理由を持つことが重要だと思います。 

もし誰かに「なぜそのような生き方をしているのか」と聞かれたら、聖句を示し
て、「穏やかに、敬意をもって」（第一ペテロが言うように）その理由を教えてあ
げてください。

これは、イエスがされたことです。 ファリサイ派の人々がイエスの弟子たちを非難
し、イエスはファリサイ派の人々を御言葉に導くことで彼らを弁護したのです。 私
たちも同じようにすることができるはずです。

次の節を読んで、イエスがどのようにこの問題を結論づけたかを見てみましょう。

ルカの福音書6章5節です。

イエスは、ご自分の権威を大胆に宣言して締めくくられました。 「人の子は安息日
の主でもある 」と宣言されました。

この「人の子」という称号は、ルカがすでにイエスが自分自身につい使っているこ
とを示しているものです。 イエスは、4人の友人によってイエスの前に降ろされた
麻痺をしていた者を癒すときに使いました。 

ルカは福音書の中で、イエスに対してこの「人の子」という称号を26回も使ってい
るので、ルカの福音書を読み進めていくうちに、この称号についてもっと目にする
ことになるでしょう。

この称号がメシアの称号であり、ダビデの血筋と神の王国に関する旧約聖書の預言
を成就するために来る人のために用意された称号であることはすでに述べました。 

人の子、メシア、そして肉を取った神として、イエスは「安息日の主」としてご自
身を示す権利がありました。 

この発言でイエスが言っているのは、安息日を作ったのはイエスであり、それゆえ



安息日を統治しているということです。 

ヨハネの福音書1章3節には、「このキリストが、すべてのものをお造りになりまし
た。そうでないものは一つもありません。」とあります。

これは、イエスが安息日を作られたということです。

イエスは、安息日が最初に意図されていたように、安息日を破るようなことは一切
なさいませんでした。 イエスは律法を廃止するために来られたのではなく、安息日
を含む律法を成就するために来られたのです。 イエスが十字架の上でご自分の仕事
を終えられたとき、イエスは律法のすべてを成就されました。 

ですから、今日、私たちは安息日を守る責任はありません。

安息日が他の日よりも聖なる日だからといって、特定の日に集まらなければならな
いわけではありません。 どの日に集まっても、自由に交わりや礼拝をすることがで
きます。 

しかし、安息日を守らなければならないという義務がなくなったとしても、肉体的
な休息をとるための日を心に決めておくべきだと私は思います。 

また、御言葉には「集会を怠ったりせず」と書かれています（ヘブライ10：25）。 
私たちの教会では、日曜日の朝と水曜日の夜を、交わりと礼拝のために集まる機会
としています。 

私たちは安息日を守ってはいませんが、休息と礼拝のために集まる時間を確保する
ことにしています。

私たちは、主との私たちの関係についてとても大事なことを覚えておかなければな
りません。 私たちの安息は、特定の曜日にあるのではなく、主ご自身の中にあり、
一日一日、主は私たちとともにいてくださいます。 

イエス・キリストは安息日の主であるだけでなく、私たちの安息日でもあるので
す。 イエスは私たちの休息であり、平安です。 

私たちは、イエスのもとに来て休息をとるように勧められています。 マタイの福音
書11章28節には、「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさ
い。休ませてあげよう。」

エペソ2:14では、イエスが私たちの平安であると書かれています。 

イエス・キリストを信じる者として、私たちはもはや主の前で良い地位を得るため
に努力する必要はありません。 救いのために努力する必要はありません。 救いは
行いによってではなく、完成されたイエス・キリストの御業に安住することによっ
て得られるのです。

ヘブル4章は教えています。「それで、安息日の休みが神の民に残されているので
す。 なぜなら、神の安息にあずかった者は、神が御業を終えて休まれたように、自



分の業を終えて休んだからです。 だから、わたしたちはこの安息にあずかるように
努力しようではありませんか。さもないと、同じ不従順の例に倣って堕落する者が
出るかもしれません。」 (ヘブライ4:9-11)

ヘブル人への手紙の著者は、神の民が、彼らの先祖が犯したような、自分の行いに
よって神の前に立つ地位を得ようとする過ちを犯さないようにと考えました。 

私たちの安息は、完成されたイエス・キリストの御業の中にあります。 

さて、安息日の主であるというイエスの主張を、パリサイ人がどのように受け止め
たかは想像に難くありません。 

しかし、次の節では、イエスがどのようにご自分の権威の宣言に続いて、それを実
証するかを見てみましょう。 次の2つの節を読んでみましょう。

ルカの福音書6章6～7節 

この節では、ファリサイ派の人々が、イエスを安息日と、安息日を守ることの意味
についての彼らの歪んだ解釈に対抗させようとしているのがわかります。

イエスはいつものように、安息日に地元の会堂に向かっていました。 この日は、先
ほど出てきた安息日とは別の日の安息日でした。

そこには、萎えた手を持つ人が出席していました。 

萎えた手というのは、「天然果汁を失っているという考え」を表しています。 萎え
た手を持つ人は、手足を伸ばすことができず、ほとんどの場合、肘から下を動かす
ことができません。 

私が驚いたことの一つは、パリサイ人たちが、イエスがこの人を癒すかどうかを
じっと見ていたことです。 

イエスがこのような奇跡を起こす能力があるかどうかについては、疑っていないよ
うです、イエスが奇跡をこの場で行うかどうかをじっとみていたのです。

これは興味深いことではありませんか？癒しを通して奇跡を行う男（イエス）がい
て、そのこと自体は問題ではなく、 彼らの関心は、口伝の律法や伝統を破るように
イエスを陥れようとすることなのです。

マタイの同じ内容を書いた記事によると、ファリサイ派の人々はイエスを監視する
だけでなく、「安息日に病気を治すのは、律法で許されていますか」という質問を
イエスに投げかけています（マタイ12:10）。

彼らの解釈と口伝えの律法では、癒すことには作業がともなうと考えられ安息日に
癒すことは禁止されていました。

彼らが作り上げた伝統によると、安息日には命を救うために働くことはできても、
癒すために働くことはできません。 

つまり、誰かがひどくケガをしてあちこち血を流していた場合、その人に包帯を巻



いて血を止めることは許されますが、傷口にガーゼや絆創膏を巻いて、治癒の過程
を助ける軟膏を塗ったりすることはできないということです。 馬鹿げていますよ
ね。

彼らがなぜこの質問をしたのか、その目的が語られています。 それは、手が萎えた
この人のことを気にかけていたわけではなく、彼らの計画の駒に過ぎなかったので
す。 

彼らがイエスに質問した理由は、イエスを罠にかけ、安息日に関する自分たちの法
律を破ったと非難できるだろうと考えたからです。

彼らの動機は、イエスを告発することでした。 

彼らは真実を知ることには興味がありませんでした。 彼らは安息日に何が許される
かについて、すでに自分たちの考えを持っており、ただイエスを罠にはめようとし
ていただけなのです。

このような人に出会ったことはありますか？ イエスやあなたの信仰について質問し
てくる人で、あなたが出す答えを聞く気は全くなく、ただイエスやあなたの信仰を
攻撃しようとしている人です。

私はそのような人たちを知っています。 彼らは、イエスやイエスに対する人の信仰
を攻撃するための罠として、準備のできていない無防備な信者にややこしい質問を
して困らせるのが好きなのです。

そのような人がいるからこそ、私たちは、無駄話に関する同様の質問について、パ
ウロがテモテに与えた勧告に従っているかどうかを確認する必要があります。

パウロはテモテに、「あなたは、適格者と認められて神の前に立つ者、恥じるとこ
ろのない働き手、真理の言葉を正しく伝える者となるように努めなさい。」と言い
ました。(2テモテ2:15)

私たちは、懐疑的な人や否定的な人に正直に、恥じることなく答えることができる
ように、御言葉を学ぶ必要があるのです。 すでに述べたように、キリストにある希
望について質問されたら、誰にでも答弁できるようにしておかなければなりませ
ん。 

話を戻しましょう。

ルカの福音書6章8～9節。

イエスは彼らの考えをわかっておられました。 律法学者やパリサイ人の動機のすべ
てが、単に自分を罠にかけようとしていることを知っていたので、イエスは素晴ら
しい返答をされました。

イエスは、手の萎えた人に「立って、真ん中に出なさい」と言い、律法学者とパリ
サイ人に向かって、「あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、
善を行うことか、悪を行うことか。命を救うことか、滅ぼすことか。」と質問しま



した。

イエスは、彼らの質問に答える形で、厳しく対応しました。 彼らが「安息日に癒す
ことは合法的か」と尋ねたことを覚えていますね？ 

しかし、イエスは単なる癒しの概念を超えています。 善か悪か、命を救うか滅ぼす
かという問題にまで発展させたのです。

イエスの質問はとても簡単に答えることができます。 

安息日やその他の日に善いことをするのは、常に合法的です。

安息日やそれ以外の日に悪を行うことは決して合法ではありません。 

人の命を救うことは常に合法であり、故意に人の命を奪うことは決して合法ではあ
りません。 曜日によってこの事柄は変わりません。

マタイの記事では、イエスはファリサイ派の人たちが自分たちで作った伝統や規則
の例外を持ち出して、さらに高いレベルの問題を提起しています。

彼らの規則や儀式によると、安息日に羊が穴に落ちた場合、その羊を穴から持ち上
げることが許されていました。 羊を持ち上げることは重荷を背負うことになります
が、彼らはそのような場合には律法の例外を認めていました。

マタイの記事では、イエスは「人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから、安
息日に善いことをするのは許されている。」と問うています(マタイ12：12）

神に似せて作られた人間は、羊よりもはるかに優れています。 だからこそ、意味が
あるのです。 助けが必要な動物を助けてもいいなら、助けを必要としている人間を
助けてもいいはずです。

イエスは彼ら自身の偽善を暴いているのです。 彼らの心の奥にある動機を明らかに
しているのです。 

彼らはこの手の萎えた男のことなど気にせず、ただイエスに罪を負わせようとする
状況、ジレンマ的状況に陥れようとしていただけだったのです。  

しかし、イエスは彼らの立場を逆転させました。 罠にかかったのは彼らの方だった
のです。自分で自分を罪に陥れることを強いられているのです。 

ガラテヤ人への手紙には、「思い違いをしてはいけません。神は、人から侮られる
ことはありません。人は、自分の蒔いたものを、また刈り取ることになるので
す。」とあります。(ガラテヤ6：7）

イエスは、この状況を彼ら自身に返したのです。 彼らは悪意と非難の態度を蒔き、
それが今、彼らに返ってきているのです。

彼らは、自分たちの考え、動機、規則や制限などによってとがめられています。 彼
らがイエスを非難しようとしたものが、今、彼ら自身を非難するために使われてい
るのです。



マルコの福音書によると、律法学者とパリサイ人は黙っていました。 彼らは追い詰
められていました。 彼らは、自分たちを非難することなく、一言も発することがで
きなかったのです。 (マルコ3:4b）

さて、律法学者とパリサイ人がもうこれ以上言うことができなかったとしても、イ
エスはまだ終わっていませんでした。 次の節を読んで、イエスが次に何を言われた
かを見てみましょう。 

ルカの福音書6章10節です。

10節の冒頭で、イエスは彼ら全員を見回したと言われています。 興味深いことに、
マルコの福音書では、イエスが見まわしたことと、イエスの観察が感情的にどのよ
うな影響を与えたかについて、より詳しい情報が得られます。

マルコの福音書によると、イエスが彼らを見回したとき、「怒って、彼らのかたく
なな心を悲しみながら」見回したと書かれています。 (マルコ3:5a）

イエスは、律法学者とパリサイ人のすべてを見回して、彼らの心の硬さに怒りを覚
え、同時に彼らの心の硬さを悲しまれたのです。 

イエスは、彼らが沈黙をまもっていて、自分の罪を告白しようとしなかったからで
す。 安息日に限らず、どんな日であっても、自分たちの悪い試みが間違っているこ
とを認めようとしなかったのです。

イエスは、悪事を働くことは合法なのかと尋ねました。 明らかに答えは「NO」で
した。しかし、それこそが彼らのやっていたことだったのです。 彼らはイエスに対
して悪事を企て、その偽善が主の心に怒りを生じさせたのです。

怒りは、必ずしも罪深いものではありません。 聖書は、私たちが怒っても罪になら
ないと教えています。 (エペソ4:26、詩篇4:4）しかし、それは微妙なラインです。 
多くの人が微妙な加減が難しいと思っています。

正当な怒りというのは、世の中の大きな不公平に対して感じるようなものです。 人
を搾取する敵に怒りを感じても、罪を犯しているわけではありません。

これはよく義憤と呼ばれています。 

怒りと同時に、イエスは悲しみも感じていました。 心の硬い人たちのことを悲しま
れました。 イエスは、彼らが悪意を持ってイエスを陥れようとしていたにもかかわ
らず、パリサイ人たちに同情していました。 

彼らが悔い改めるのを見たいと思ったのです。 彼らがイエスに答え、自分の罪を告
白する絶好の機会を提供しましたが、彼らはそうしませんでした。 それどころか、
彼らはただ黙って立っていました。 一言も言わなかったのです。

イエスは、彼らがご自分に応答しないことを悲しまれました。

そして、イエスは萎えた手の人に手を伸ばせと命じられ、その人は信仰を持って応



え、自分には不可能なことをしようとしたので、神様は奇跡を起こし、この人に完
全な癒しを与えました。

さて、この手が萎えた人は二通り反応することができました。

一つは、イエスに反論して、手を伸ばすことはできないと言い、できない理由をす
べて話し、過去に何度も試みて失敗したことを話すことができたかもしれません。

あるいは、二つ目は、イエスに従い、イエスが命じられた通りに手を伸ばすことも
できます。

ここには、確かに学ぶべき教訓があります。 神の御言葉が私たちに示され、私たち
がどのように応答すべきかを示される時、私たちは従順になって神が何か素晴らし
いことをなさるのを見ることもできれば、不従順になって神が私たちに対して間
違っている理由を並べ立てることもできるのです。

御言葉によると、「夫は妻を愛しなさい」（エペソ5：25）とあります。

でも、「あなたは私の妻のことを知らないし、彼女がもたらす心の痛みも知らない
でしょう。私の妻がもたらす心痛を知らないでしょう。」という人もいるかもしれ
ません。 

そういう人は妻を愛さず、不従順になり、父なる神の愛を経験することができない
のです。

「主よ、私は何があっても妻を愛します。あなたの言葉が私にそうすうようにと
言っているからです。 私はあなたの御言葉に従順になり、あなたが素晴らしいこと
をなさってくださると信じます。」という人もいるでしょう。

そのような人こそが、神の働きを目の当たりにし、神の祝福と結婚生活の中での働
きを経験することになるのです。

御言葉によると、「妻たちは夫に服従しなさい」（エペソ5：22）とあります。

繰り返しになりますが、あなたは神に反論し、あなたの夫がそのような扱いを受け
るに値しない理由や、あなたが夫に身を任せるだけの尊敬を得ていない理由をすべ
て話すことができます。 そうすれば、神があなたの結婚生活の中で働いてくださる
のを見ることはできません。

それとも、ただ神の言葉に従順で、神のタイミングで、あなたが神に従順であるよ
うに、神が信じられないようなことをしてくださると信じることもできます。

私はJon Courson牧師が注解書で書いた言葉が好きです。「できない理由を言うの
をやめ、御言葉に反論して『そんなに簡単ではない』と言うのをやめ、『私は例外
だ』と言うのをやめ、代わりに『主よ、あなたがおっしゃるなら、私はそれをしま
す　以上』」というと 主はそこで私たちに出会い、奇跡が起こり始めるのです。 

選択は私たちに委ねられています。 神の言葉に従うのか、従わないのか。 神の言葉
を信頼し、人生における神の御霊の働きに身をゆだねるのか、それとも御霊に抵抗



して従わないままでいるのか。

神は、私たちが神の御言葉に従順であり、神の働きを信頼することを望んでおられ
ます。

この手の萎えた人は、言い訳をせず、いかに自分にとってそうすることが困難であ
るか、いかにイエスに頼まれたことをするのが不可能であるかを語らなかったので
す。 彼はただ信仰を持ってイエスの指示通りに行動し、神は彼の手に回復の御業を
行い、間違いなく彼の人生にも回復の御業を行ったのです。 

最後の節を見て、この話を締めくくりましょう。

ルカの福音書6章11節です。

この聖句は理解しがたいものです。 彼らの心がどれほど硬くなっていたか。 彼らは
自分の罪にどれほど盲目になっていたか。 

マタイとマルコの並行した内容の記述によると、ファリサイ派の人々はその場を離
れ、どうやってイエスを滅ぼそうかと画策していました。

彼らはイエスを罠にかけ、自分たちが解釈する安息日というものを破らせ、人の体
の病気を癒すように仕向けようとしました。 なぜなら、彼らはイエスを告発する理
由を見つけたかったからです。

しかし、彼らは安息日に人を殺そうと計画しており、そのことに何の問題も感じて
いませんでした。

最終的には、イエスが私たちの罪の代価を払うために十字架にかかってくださるた
めに、神は善をもたらすためにこのような邪悪な欲望さえも用いてくださいまし
た。

ファリサイ派の人々の心の硬さや、主に対する絶え間ない攻撃や策略に、私たちは
苛立ちや憤りを覚えるかもしれませんが、主はすべてのことを見ておられ、知って
おられ、これらすべてのことを主の益のために働かせてくださることを私たちは
知っています。

主は、今日の私たちの人生においても、同じようにしてくださいます。 敵が悪とす
るものを、神は善とされます。 

創世記50章20節には、「あなたがたはわたしに悪をたくらみましたが、神はそれを
善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。」と
あります。

私たちはローマ8:28を知っています。「神を愛する者たち、つまり、御計画に従っ
て召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたち
は知っています。 」(ローマ8:28)

神は働いておられます。 敵の攻撃を、神の栄光と忠実さが現される機会に変えるこ
とができるのです。 神は働いておられ、その働きは良い働きであり、神に名誉と栄



光をもたらすものです。 

ですから、主を信頼し、主の御言葉に従い、主が驚くべきことをなさるのを見守り
ましょう。 

アーメン？アーメン!  祈りましょう。


