
ルカの福音書6章20～26節 「御国の生活」 第1回 2021年9月12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。

それでは、小学生の子どもたちを、日曜学校のクラスに送り出しましょう。

今朝は、引き続きルカの福音書を学んでいきます。 それでは、聖書のルカによる福
音書第6章を開いてください。 

先週は、ルカ書の学びを中断して、パウロがコリントの教会に指示した「主の晩
餐」について詳しく見ていきました。 

そして、私たちは教会の家族として聖餐式に参加することでその指示に従えまし
た。 

主にあって素晴らしい時間を過ごすことができ、主が皆さんに大きく働きかけてく
ださったことを祈ります。

さて、今日はルカ書に戻ります。 前回のルカ書では、「選ばれし者たち」と題した
メッセージで、6章の12節から19節までを取り上げました。2週間前に礼拝に参加さ
れた方は、イエスが12人の弟子を選ばれたことについて学んだことを覚えているで
しょう。

イエスが山に登り、一晩中祈ってから、世界を正しい方へひっくり返すために用い
る12人の使徒を選んだことを紹介しました。

イエスは弟子たちを自分のもとに呼び寄せ、一緒に山を下りて、イエスの "選ばれ
し者 "として彼らに期待されることについて手本を見せました。

イエスは、イエスと共にいて、出て行って福音を宣べ伝え、病気を癒し、悪霊を追
い出すようにと彼らを召されました。

そして、イエスが彼らと一緒に山を下りたとき、イエスはまさにそれを行い、イエ
スご自身の人生を彼らが従うべき手本とされたのです。

さて、今週から、「御国の生活」と題した3部構成のメッセージを始めます。 6章20
節から49節には、イエスのとても有名な教えが記されています。 

これから数週間かけて、イエスの足跡をたどりながら、イエスが弟子たちに教えた
ことと、今日の私たちにどのように生かすことができるか理解するためにざっくり
わけます。

時間をかけてこの説教に深く入り込み、心に浸透させていくことで、主との歩みに
おいて、励まされ、挑戦し、豊かにしていきたいと思います。 

それでは、主と主の御言葉に敬意を表してお立ちください。 これから、イエスの説



教の冒頭と今朝の箇所を読み進めていきます。 聖書のニューキングジェームス版か
ら読んでいきますので、頑張ってついてきてください。 ルカは、6章20節で次のよ
うに書いています（R＆P）。

イントロ。

今朝の箇所は、イエスが大勢の群衆の中で弟子たちに行った説教の一部です。 

これは、マタイによる有名な「山上の説教」（マタイの5章、6章、7章）と並行して
ルカが書いたものだと考える人もいます。 

マタイとルカの両方の記述は、私たちが一般的に「The Beatitudes 至福の教え」と
呼ぶもので始まります。 

“beatitude”という言葉は、ラテン語の「beatitudo」に由来するもので、厳密には英
語の聖書には出てきません。 英語に訳すと「幸福」や「喜び」という意味になりま
す。

マタイの福音書では8つ、ルカの福音書では4つの言葉が「Blessed are… ～は幸い
である」で始まり（日本語訳ではこの言葉で終わる）、特定の人に与えられる祝福
された状態が説明されています。 

つまり、マタイもルカも、この説教の記述は「beatitudes　～は幸いである」のリス
トで始められ、最後には、岩の上に土台をすえて家を建てるか、土台なしで砂に家
を建てるか、というたとえ話で締めくくられています。 

しかし、ルカの記述は、イエスが、同じか、或いはよく似た説教を違うグループの
人たちに教えたことについてであり、マタイの記述とは全く異なるのではないかと
推測している人たちもいます。 

その理由は、マタイとルカの記述には微妙な違いがあるからです。

マタイの記述では、イエスがこの説教をした場所は山の上であったとされていま
す。 

マタイの福音書5章1節には「イエスはこの群衆を見て、山に登られた。」とありま
す。(マタイ5:1a)

そのため、マタイの教えは「山上の説教」と表現されています。 

しかし、ルカの記述では、この説教は、イエスが山から降りてきた後、平らな場所
で行われたとされています。 

6章の17節を見てください。 そこには「イエスは彼らと一緒に山から下りて、平ら
な所にお立ちになった。」と書かれています。(ルカ6:17a)

マタイの記述では、このメッセージは群衆から離れて主に、弟子たちに与えられた
と言われています。 

マタイ5章には、「イエスはこの群衆を見て、山に登られた。腰を下ろされると、弟



子たちが近くに寄って来た。 そこで、イエスは口を開き、教えられた。」とありま
す。(マタイ5:1-2)

2週間前に、ルカの福音書のイエスが弟子たちと一緒に山を下りてきて、イエスを見
ようと集まってきた大勢の人々を癒されたことを読みました。

17節を見てみると、それがよくわかります。 イエスは「彼ら（使徒に選ばれたばか
りの弟子たちのこと）と一緒に下って来て、弟子たちの群衆や、ユダヤ全土とエル
サレムから、ティルスやシドンの海岸地方から来た大勢の人々と一緒に、平らな所
に立っていた」と書かれています。(ルカ6:17)

ルカのイエスの説教の記述では、この直後に行われており、イエスの弟子たちや大
勢の人々がまだ集まっていたと思われます。 

マタイによるイエスの「山上の説教」は、より多くの題材を扱っており、マタイ5～
7章の3つの章にまたがり、合計111節となっています。

一方、ルカの福音書はもっと凝縮され、イエスの「山上の説教」の主要部分が略さ
れています。より凝縮された内容になっています。 マタイの福音書が111節であるの
に対し、ルカの福音書は30節しかありません。 

また、ルカの記述には、マタイの記述にはないいくつかのことが加えられていま
す。 今朝の箇所では、至福の言葉だけでなく、災いの言葉も書かれています。

マタイの記述には、ルカに書かれてある災いの言葉は一切含まれていません。 

このような違いから、ある人たちは、これは別の出来事であると考え、ルカが書い
たイエスの説教は、平らな場所で行われたことから、「平地の説教」という呼び名
をつけました。 

これが、マタイがマタイ5～7章に記録している内容とは全く別の出来事であったか
どうかは、はっきりとは判断できません。 しかし、私は、イエスが同じ、あるいは
似たようなメッセージを複数回にわたって伝えた可能性が高いと考えています。 

イエスは、人々に教えるたびに、新しい感激させるメッセージを教えたわけではあ
りません。 

イエスは悔い改めのメッセージを何度も何度も教えたのです。 イエスは、神の国や
天の国について、何度も教えられました。 また、宗教的エリートの危険性や偽善に
ついても何度も教えられました。

このことは、私たちが心にとめておく重要なことだと思います。 神の言葉、御言葉
のメッセージ、福音のメッセージは、一度だけ聞けばいいというものではありませ
ん。 

「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。」とパウロは書いています。 



(2テモ3:16-17)

それは、最初に読んだときも、2回目に読んだときも、同じです。教義、戒め、矯
正、義に対する指示など、初めて読んだ時も、100回目に読んだ時も、神の言葉は
常に私たちにとって有益なものです。 

クリスチャンとして、私たちは神の言葉とその中に含まれる福音のメッセージを読
み、聞き、学ぶことに飽きてはいけません。 私たちは常に、何度も何度も神の言葉
を必要としています。

日曜日に教会に来て御言葉に触れるとき、私たちの態度は、「ああ、このメッセー
ジは前に聞いたことがある」とか、「聖書のこの部分は前に読んだことがあるから
聞いたり、気にとめる必要はない」とか、「やれやれ、この部分は前に勉強したこ
とがあるから、どういうことかわかっているから、今日は教会に来ないで寝ていて
もよかったのに」というものであってはなりません。

いいですか、私は、あなたがこれらの箇所が何についてのものか知っていることを
願っていますし、あなたが創世記から黙示録までの聖書全部を読んでいることを
願っていますが、だからといって、一度読んだからといって、もう一度読む必要が
ないというわけではありません。 一度勉強したからといって、また勉強する必要が
ないというわけではありません。

神の言葉は活動的で生きています。御言葉を開くとき、私たちは毎回、神が私たち
に語りかけてくれることを楽しみにし、期待しなければなりません。あなたがよく
知っている箇所を読むかもしれません。 それはあなたの人生に対する神の真実を思
い起こさせるものとなるでしょう。 

私たちの誰もがまだ到達していません。 私たちの誰もが、導かれ、案内され、私た
ちの歩みを教えてもらうために、神の御言葉はもういらないという状況には達して
いません。 私たちは、同じ真理を何度も何度も思い出す必要があります。 

なぜなら、私たちはしばしば忘れがちで、道を踏み外し、迷うからです。 

詩篇の著者は、「わたしは心をつくしてあなたを尋ね求めます。わたしをあなたの
戒めから迷い出させないでください。 わたしはあなたにむかって罪を犯すことのな
いように、心のうちにみ言葉をたくわえました。」 (詩篇119:10-11)

「わたしは、あなたのさとしを思い、あなたの道に目をとめます。わたしはあなた
の定めを喜び、あなたのみ言葉を忘れません。」 (詩編119:15-16)

私たちは常に御言葉の中に留まる必要があります。御言葉にある素晴らしい真理を
思い起こしてください。 そして、読むたびに畏敬の念に満たされます。私たちに語
られた神の聖なる言葉であり、私たちが切実にそれを必要としていることを知り、
理解するのです。 アーメン？ アーメン。 

さて、今日の学びにおいて、今回はマタイの記述とは別なルカの記述を見てみま
しょう。 重複している部分もありますが、新鮮な目でルカの記述を見ていきたいと



思います。 

さて、すでに述べたように、これは3部構成のメッセージになる予定です。 ルカの
福音書に書かれているイエスの「平地の説教」を、私は勝手に3つの小さなセクショ
ンに分けました。

今週は、この説教の最初の部分、私が "御国で優先するべきもの "と呼んでいる部分
を取り上げます。

そして、次の週には、27～38節の「御国の原則」と、39～49節の「御国のたとえ
話」を見ていきます。 

このイエスの説教は、まさに「御国の生活」に関するものです。 私たちは、神の御
国に入ることは、イエス・キリストのみを信じる信仰による恵みのみに基づいてい
ることを知っていますから、神の国に入るために人々が何をしなければならないか
を説明しているのではありません。 

私たちは、イエス・キリストを私たちの主、救い主とする信仰を持つことによっ
て、神の御国の市民となるのです。 

ですから、これは神の御国に入る方法についての説教ではなく、神の御国の住民と
して何を期待すべきかについての説教なのです。 

そして、イエスはこの説教を、いくつかの御国の優先するべきものから始めます。 
神の御国で最も重要なこと、神の御国で異なる価値を持つもの。 弟子たちがイエス
についていく者として理解するべきこと、イエスと共に御国の福音を伝えるために
理解しなければならないことです。

この文章をざっと読むと、この冒頭部分には2つの部分にわかれているのがわかり
ます。

20-23節では、イエスは4つの至福の教え（御国に属し、御国のために生きると祝さ
れること）をあげています。

そして、24-26節では、世の国のために生きている人たちの4つの災い、つまり、呪
いや警告を挙げられました。

では、今日の箇所に戻って、イエスが4つの至福の教えから始めて、弟子たちに伝え
たかった王国の優先順位を見てみましょう。 

ルカの福音書6章20～23節 4つの至福の教え

イエスは、ご自分の弟子たちに注意を向け、この言葉を指示されました。おそら
く、この12人は、先ほどイエスがご自分に従うようにと召され、イエスの特別な存
在である使徒たちです。 彼らをとりまく世界に対しての、キリストの代表者であ
り、大使です。 

私たちが理解しなければならないのは、イエスがここで行っていることは、弟子た



ちにある種の期待を示しているということです。 

聖書の他の部分を読むと、弟子たちはしばしば理解していなかったことがわかりま
す。 彼らは常に何が起こっているのか理解していませんでした。 彼らは、イエスに
従うことやイエスの御国の一部となることがどのようなものかについて、自分たち
の考えや先入観を持っていました。

私たちは、ヤコブとヨハネが御国のナンバー1とナンバー2の地位を確立するために
権力争いをしようとしたことを知っています。 

彼らは、イエスが御国に入るときに名誉と栄光の座を約束してもらいたいと思い、
自分たちの母親を使ってその座を確保しようとしました。 (マタイ20:21)

イエスの死と復活の後も、彼らはまだ完全には理解していませんでした。 彼らはそ
の時、イエスに「主よ、イスラエルのために国を復興なさるのは、この時なのです
か」と尋ねています。(使徒1:6)

イエスは、この12人をご自身の使徒として召されたばかりでした。 そしてイエス
は、主に従うこと、主の御国の一部となることの意味について、彼らに優先事項を
定めようとされました。

もしかしたら、イエスの最も身近な仲間となるために、新しく選ばれた12人の弟子
たちは、少しプライドが高くなり、自分たちは特別な存在であり、王国のVIPであ
ると考え始めたかもしれません。 

結局のところ、この時期のイエスの人気はまだ上昇していました。 大勢の人々がイ
エスのもとに集まり、あちこちから人々がイエスに会いにこようとしていた中で、
この12人はイエスの右腕として、最も身近な存在として選ばれたのです。 彼らは自
分たちが特別な存在だと思っていたのかもしれません。 

確かに彼らは特別でした。 しかし、イエスはここで、御国の一員として何が特別な
のかを最初に明らかにしようとしています。 弟子たちは、御国の優先事項を理解す
る必要があり、この世の国の優先事項と混同しないようにしなければなりませんで
した。 

そこでイエスは、御国に属し、御国を目指して生きることの祝福された状態を表す4
つの至福の教えを語りました。

この4つの至福の教えを見ていく前に、今回の箇所の中で何度も出てくるいくつかの
用語を見て、定義したいと思います。

最初に注目していただきたいのは、「幸い」という言葉です。 これはギリシャ語の
「makarios マカリオス」という言葉で、本文の中で4回使われています。 

このギリシャ語は、英語の「happy」の語源にもなっています。 しかし、この言葉
の意味するところは、単に幸せであるということだけではありません。 

幸せであるかどうかは、自分の置かれている状況に左右されます。 良いことがあれ



ば幸せになり、悪いことがあれば悲しくなります。 

「Happy ハッピー」という言葉は、実は「happening ハプニング」という言葉と
同じ語源を持っています。 この2つは密接に関連しています。 幸福は、何が起こっ
ているかによって決まります。

この「Blessed 幸い」という言葉の意味はこれではありません。 この言葉が意味す
るのは、単に幸せということだけではありません。 この言葉は、神の最高の好意が
誰かに与えられていること、神からの満ち足りた態度が示されていることを語って
います。 

この言葉は、私たちの状況とは全く別の、しばしば状況にもかかわらず得られる喜
びと表現されます。 

喜びやこの祝福された状態は、何が起きていても持つことができ、人生で何が起き
ているかには依存しません。 私たちは、何が起こっても、主の喜びを持つことがで
きるのです。

次に注目していただきたいのは、「ある」という言葉です。 もしあなたがニューキ
ングジェームス版やニューアメリカンスタンダード聖書を読んでいるなら、「are」
という言葉が斜体で書かれていることに気づくかもしれません。 

これは重要なことを物語っています。 これは、「are」という単語が実際には聖書
の原文にはないことを示しています。 これは、英語の意味を理解しやすくするため
に付け加えられたものなのです。 

このような読み方をすると、「祝福されるためには何かをしなければならない」と
考えてしまいがちになります。 しかし、これはそういうことではありません。

「あなたが貧しいなら祝福される」とは言っていません。 「飢えていたら祝福さ
れ、泣いていたら祝福される」と言っているのではありません。 

このように読むと、神の最高の好意が、金持ちか貧乏か、食べ物があるかないか、
泣くか泣かないかなど、社会経済的な地位に依存していると考えてしまいます。 

これらの至福の教えは、私たちになにかさせたり、何かにならせようとしたり、何
かをしようとしたりするためのものではなく、私たちがだれであるのか、主におけ
る私たちの地位を思い出させるためのものです。 

私たちが、神のただ恵みにより、神の好意を受けて最高に祝福されているのです。 
私たちは神の好意を自分で得ることはできません。 神の好意は身にあまるもので
す。不相応なもの、すべては神の恵みによるものです。   

ですから、これらの至福の教えや御国の優先事項は、私たちが行うものではなく、
私たちがどういう存在であるかを理解してください。 

これが、私が強調したい3つ目の言葉につながりますが、至福の教えの中に繰り返



しでてくる「 for  」という言葉です。

ギリシャ語では「hoti　オティ」といい、祝福のリストの中に何度かでてくるの
と、同様に、２つ目のセクションの災いのリストにも繰り替えし出てきます。 

これらは因果関係のある接続詞として書かれています。 つまり、動作の根拠や理由
を表す接続詞なのです。 英語では通常、「because　なぜなら」や「for this reason　
こういうわけで」と訳します。 

---------------------------------------------------------

hoti: οτι オティ それは～ため 接続詞

日本語の聖書では、この言葉は英語のforのように明確に訳されていません。

--------------------------------------------------------------------------------

ですから、英語で読むときは、このように理解して読むべきです。 「貧しい人は、
幸いである、神の国はあなたがたのものである。」と書かれている場合、（英文に
出てくる）「for」は「because」と読めることを理解すべきです。 "Because yours 
is the kingdom of God, blessed are you poor." 
「神の国はあなた方ものであるから、貧しい人々は幸いである。」

それは私たちが「祝福されている」理由のいくつかをあげています。 意味がわかり
ますか？ 素晴らしい。 それでは、これらの至福の教えを見てみましょう。 この優
先すべきことです。 

第一の至福の教えは、「貧しい人々は、幸いである、神の国はあなたがたの

ものである。」です。

つまり、私たちはこの至福の教えを、「あなたがたが神の国に属しているから、あ
なたがたは幸いである 」と理解しています。 私たちは神の国に属しており、私たち
は神の国の一部をすでに確保しているので、神の好意によって最高に祝福されてい
るのです。 

その結果、私たちは貧しくなるはずなのです。 この「貧しい」という言葉は、ギリ
シャ語で「うずくまったり、物乞いのよう小さくなる」という意味です。 この言葉
は、全くの無力で、誰かや、何かに完全に依存している状態を表しています。 

さて、マタイの福音書では、イエスがこの箇所と同じような説教をされたとき、こ
の説明に「心の」という言葉を加えられました。 「心の貧しい者は幸いです。天の
御国はその人のものだからです。」。(マタイ5:3)  

つまり、この貧しさ、イエスが語っている「完全な依存」とは、霊的な依存である
と理解できます。 私たちは、霊的に無力なのです。 

神の国を受け継ぐということに関しては、私たち自身が絶望的で無力なのです。 私
たちには、天国に入り、神の国の一部となる可能性を高めるようなものは何もあり
ません。 



この意味で使われているのは、「低くされること」「へりくだること」です。 

全体的に見れば、この至福の教えが何を言っているのか理解できます。 私たちは神
の国の一員であり、天国での居場所が確保されているので、神の好意によって最高
に祝福されており、それは常に謙虚な心に導かれ、謙虚な心になります。 

私たちは天国に行くことを知っているので、祝福されています。 そして、その祝福
された態度、祝福された存在が、私たちの謙虚さにつながるべきなのです。

私たちが何をするかではありません。 神の恵みと、神がすでになさったことが重要
なのです。 イエスが私たちの罪のために十字架にかかってくださって、私たちがイ
エスの福音のメッセージに答たからこそ、私たちは救われ、神の御国に属している
のです。 私たちは神の好意を受けて祝福されていますが、その結果として得られる
のは謙虚な態度だけです。 

次の至福の教えは、「今飢えている人々は、幸いである、あなたがたは満たされ
る 」です。

ここでの 「飢え 」という言葉は、何かを必要としている、あるいは何かを心から
望む、切望してやまない、強く望むという意味を持っています。 

また、マタイの福音書を見ますが、イエスは、それが義に対する渇望や飢えである
ことを知らせています。 マタイは「義に飢え渇く人々は、幸いである」と書いてい
ます。(マタイ5:6a)

この言葉は、私たちを神へ、イエスへと導くものです。イエスだけが正しいのです
から。 

「満たされた」という言葉は、私たちの満足感、充足感を表しています。 

この点はわかりやすいです、イエス・キリストだけが正しい方なので、私たちの充
足感、満足感はイエス・キリストにあるということです。 ですから、私たちは最高
に祝福されており、その結果、私たちはもっと義を求め、もっとイエスや主のこと
を求めて飢えるようになるはずです。 

私たちの充足感や満足感が、この世やこの世のものではなく、イエス・キリストと
その義の中にあることを理解したとき、私たちはもっとイエスを求め、切望し、強
く望むようになるはずです。 

主が良い方であることを味わってみたならば、私たちの中にもっと主を求める飢え
が生まれるはずです。 それは私たちの中に、主への食欲、主をもっと求めたいとい
う強い望みを生み出すはずです。 

私たちは、世や世のものを求めようとはしなくなるでしょう。なぜなら、それらは
主が満たしてくださるように私たちを満たしてくれないからです。

ルカの第3の至福の教えには、「今泣いている人々は、幸いである、あなたがたは笑



うようになる。」とあります。

「泣く」という言葉には、「悲嘆にくれる、悲しむ、うめく、泣き叫ぶ、打ちひし
がれる」という意味があります。

そして、「笑う」という言葉には、喜びを表すという意味があり、私たちがいう喜
びは、状況に左右されない喜びを示すという意味があります。 

だからこそ、私たちはイエスがここで言っていることを理解できるのです。 私たち
が笑い、大きな喜びを表し、私たちには御国があって、最高に祝福されているか
ら、それらを持っていない人のために、私たちの誰もが泣き、打ち砕かれるので
す。 

私たちには神の御国があるので、天国に行くことも知っているので、私たちの人生
に大きな嬉しさと大きな喜びをもたらします。 

しかし、それだけではなく、天国に行けない人たち、迷った人たちのために泣き悲
しみ、心が砕かれるべきなのです。

このような人々のためにイエスは来られたのです。 イエスは、「人の子は、失われ
た人を捜して救うために来たのです。」と言われました。(ルカ19:10)

イエスは迷った人々を哀れみ、多くの人々がイエスから離れて永遠に過ごす運命に
あることを知り、心を痛められました。

私たちは、イエスがエルサレムの町全体を見て泣いているのを見ます。 彼らはイエ
スを自分たちのメシアと認めなかったので、自分たちの特別な時に、自分たちの日
に、何が自分たちの平安になるのかを知らなかったのです。 イエスは彼らに神との
平安を与えるために存在していたのです。 しかし、代わりに彼らは彼を拒絶するこ
とになってしまいます。 それはイエスの心を悲しませました。 (ルカ19:41-42)

私たちが今持っている、そして永遠に持つであろう大きな喜びのために、私たちは
最高に祝福されていますが、それは天国に向かっていない人たちのために、私たち
の中に心を砕くべきなのです。 

私たちは、迷っている人々やその苦境に無関心であってはいけません。 彼らのため
に心を砕くべきなのです。 そしてそれは、私たちがそのことについて、何かをする
よう駆り立てるべきです。 

私が知っているこの人は、イエスを知らず、永遠にイエスと離れて過ごす運命にあ
る。 そのことについて私はなにかする必要がある。 彼が福音を知り理解するよう
にしてあげて、彼自身がここで何が問題になっているのかを知り、理解するように
してあげる必要があります。

私たちは聖霊の働きをすることはできませんし、誰かを信じさせることもできませ
んが、人々が彼らの人生において聖霊の働きに答え、救われ、天国での彼らの居場
所を確保できることを期待しつつ、人々にイエスキリストの福音のすばらしい事実



を語れるよう聖霊に用いられることができます。 

イエスが語る第4の、そして最後の至福の教えは、私たちが憎まれることについてで
す。 「人々に憎まれるとき、また、人の子のために追い出され、おおしられ、汚名
を着せられるとき、あなたがたは幸いである」 とあります。

つまり、私たちはイエスのために生きている、「人の子」のために生きているの
で、最高に祝福されているのです。 私たちは神の好意によって祝福されています。 
その結果、ある人たちは私たちを憎み、排除し、罵倒し、私たちを悪と呼ぶように
なります。

これがイエスの言わんとしていることです。 私たちがイエス・キリストのために生
きるとき、私たちが祝福されることは間違いありません。 しかし、それは同時に、
私たちに対する憎しみをかき立てるものでもあります。  

では、そのような状況の時、私たちはどうすればいいのでしょうか？ 憎まれたり、
侮辱されたり、排除されたり、罵倒されたりしたとき、私たちはどう対応すればい
いのでしょうか？ では、23節を見てみましょう。 

「その日には、喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の祖先も、予
言者たちに同じことをしたのである。」

私たちがイエスのために生きているために人々に嫌われたとしても、私たちの反応
は喜び、祝い、喜びのために飛び跳ねるものであるべきです。 私たちは永遠のため
に生きているので、私たちの目は天での報いに向いており、私たちは天国に向かっ
ており、それに集中しているのです。 

私たちは、この地上のものや、この世の人々から、主にある喜びを奪わせてはいけ
ません。 人々が私たちに何かをしても、私たちが天に向かっているという事実は変
わりません。 私たちはそれを気にしてはいけません。 

パウロは次のような視点で書いています。「わたしは思う。今のこの時の苦しみ
は、やがてわたしたちに現されようとする栄光に比べると、言うに足りない。」。 
(ローマ8:18)

このような迫害や、私たちに対する悪感情や行動は、天国で私たちを待っているも
のに比べると、何の価値もありません。

コリントの教会にあててパウロは次のようにも書きました。「だから、わたしたち
は落胆しない。たといわたしたちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新し
くされていく。 なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、
あふれるばかりにわたしたちに得させるからである。」(2コリント4：16-17）

大切なのは、イエスと永遠に続くものに焦点を当て続けることです。 この世の試練
や迫害は、私たちが天国に向かっているという事実を揺るがすものではありませ
ん。 私たちの焦点と心が天と永遠に向かっているとき、私たちは、私たちを憎み、



侮辱し、排除し、罵倒する人々がいても、喜び祝うことができます。 

「しかし、クリスチャンとして苦しみを受けるのであれば、恥じることはない。か
えって、この名によって神をあがめなさい。さばきが神の家から始められる時がき
た。それが、わたしたちからまず始められるとしたら、神の福音に従わない人々の
行く末は、どんなであろうか。 」(1ペテロ.4:12-14)

あなたが神の名のために生きている姿を人々が見るとき、神は栄光を受けます。だ
から、あなたを憎む者たちに負けてはいけません。 彼らは憎み続けるでしょう。あ
なたは自分が最高に祝福されていて、天国に向かっていること、そして、これらの
人々があなたに敵対する時、神が栄光を受けることを覚えながら、ただイエスを愛
し、神のために生き続けるのです。 

これらが４つの至福の教えです。 御国の4つの優先事項です。 それは、私たちが祝
福されているという事実、神の神聖な好意、神の驚くべき恵みを浴びているという
事実を含んでいます。 そして、これらの祝福は、いくつかのことをもたらすはずで
す。

1. それは、へりくだった生活、霊的にへりくだるようになることです。 主に完全に
依存している状態です。

2. その結果、私たちはもっともっと主に飢えるようになるべきです。

3. その結果、迷った人々のために心を砕き、彼らが救われるほしいという気持ちに
なるべきです。

4. そして、私たちの試練や迫害を通して、神が栄光を受けられるようになるべきな
のです。

5.謙虚さ、イエスへの飢え、迷っている人への心、そしてすべてにおいて神が栄光
を受けられること、これがこの箇所に書かれている優先事項です。

それでは早速、２つ目のセクションで、イエスが語った4つの災いについて見てみま
しょう。 

ルカ6:24-26「四つの災い」

この4つの災いは、前のセクションに出てきた4つの祝福と対照的に与えられていま
す。 それらは対照的に完全に相関しています。

貧しい人の祝福とは対照的に富んでいる人の災いであり、飢えている人の祝福とは
対照的に食べ飽きている人の災いであり、泣く人の祝福とは対照的に笑っている人
の災いであり、イエスのために憎まれている人の祝福とは対照的にみなの人にほめ
られている人の災いである。 

「災い」という言葉は、苦悩や悲しみ、恐怖や恐ろしさ、悲惨さや災難を意味して
います。 

イエスがおっしゃっているのは、苦悩、悲嘆、惨めさ、苦難だけがあなたのものに



なり、最高に祝福されることはないということです。なぜなら、あなたの関心事は
神の国ではなく人の国だからです。

あなたは神や天国のことよりも、この世のことに関心があり、この世のことに関心
があるのです。 そのために、悲惨な状態と苦悩と大きな悲しみだけがあなたを待っ
ています。 

これらを詳しく見るのに多くの時間を費やすつもりはありません。なぜなら、ポイ
ントはシンプルで、それぞれに共通しているからです。 それは、先ほど読んだ内容
とは正反対のものです。 

謙遜ではなく、高慢になります。 神への渇望ではなく、この世への飽くなき渇望に
つながります。 迷った人への心の痛みではなく、自分のことしか考えません。 神の
栄光を求めるのではなく、人間の栄光に目を向け、求めるようになります。 

ここで私たちが主張しなければならないのは、実にシンプルなことです。 すべては
優先順位の問題なのです。 あなたの人生で何がより重要なことなのか？ 

この世とこの世のもののために生きることに関心があるのか、それとも神の国、天
の国に焦点を当てているのか。 人の国のために生きたいのか、神の国のために生き
たいのか。

イエスは「山上の垂訓」の中で、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれ
ば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろうと教えています。 (マタイ
6:33)
私たちが神の国を第一に求めると、神が私たちの面倒を見てくださり、私たちが必
要とするこの世のものを手に入れてくださいます。 それらを心配する必要はありま
せんし、それらに注目する必要もありません。 イエスに目を向けていれば、あとは
イエスが解決してくれます。 

アーメン？ アーメン！


