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ウェルカム＆レビュー 

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、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。 

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、先週の続きで、イエスが複数回にわたって行った説教でとても人気のある

箇所を見ていきながら学びを続けましょう。  

先週は、ルカがルカの6章20節から49節に記録しているイエスの説教を見始めまし

た。 先週、私はこの説教を3つのパートに分けて、「御国の生活」というメッセー

ジで詳しく説明していくと言いました。  

そこで今週は、ルカによるイエスの有名な説教のパート２です。 この説教を「平

地の説教」と呼ぶ人がいますが、これは、ルカが、イエスが平地でこのメッセージ

を語ったと伝えているからです。  

また、マタイが記録したイエスの有名な「山上の説教」と並行して書かれたものだ

と言う人もいます。 彼らは単に、ルカがこのメッセージを彼がいた山の平らな場

所でやったのではないかと言っています。  

これが全く同じ出来事であるかどうかは断定できません。 私は、これはルカが記

録した別の機会に教えたことについてであり、内容としては、イエスがマタイで弟

子たちと山腹にいたときに行ったのと同じ教えのバージョンであると信じたい。 

でも、マタイででてくるメッセージと同じであると思うなら、それはそれで大きな

違いではありません。 どちらの見解も聖書的には支持できますし、どちらの記述

でもイエスが教えている主要な点は変わりません。 

先週ご一緒した方は、20～26節の「御国の優先順位」を最初に見たことを思い出し

てください。  

これらの節で、ルカは4つの祝福の教えと4つの嘆きを記録しており、御国の優先事

項を詳しく説明しています。  

イエスは弟子たちに、神の国での物事の価値が、この世での物事の価値とは異なる

ことを教えていました。  

神の国で大切なもの、優先されるものは、この世で重要視されているものとは異な

ります。  

イエスは、信仰を持つものとして、また御国の参加者である私たちが、いかに神の

好意によって祝福されているか、そして、私たちに与えられた神の好意がどのよう

に私たちの人となりに影響を与えるべきかについて話されました。 

至福の教えは、私たちがすべきことのリストではなく、キリストにあって私たちが

なにものであるかを説明するものです。  



私たちは神の御国の市民であるがゆえに祝福されています。私たちは霊的に貧しく

あるべきであり、神の恵みを必要としていること、そして神の恵みによってのみ希

望を持つことができることを理解し、悟らなければなりません。 それによって、

私たちは謙虚な気持ちを生み出すことになります。 

イエスはまた、私たちがいかに主にもっと飢え渇き、イエスにもっと近づき、イエ

スの義にもっと近づかなければならないかを話されました。 

失われた人々のために心を砕くべきであり、神の名のために迫害されるときに神が

いかに栄光を受けるかについても語られました。  

イエスが語られた災いは、祝福である「至福の教え」と対比されました。 その考

え方はとてもシンプルです。  

災いとは、苦悩や悲しみ、惨めさのことです。 イエスは、この世の王国のために

生きる者は、それが必然的に災い、苦悩、絶望、惨めさにつながるだけであること

を知るだろうと言われました。  

そして、私たちへの適用はとてもシンプルなものでした。 私たちは、神の御国、

天の国のために生きたいのか、それともこの世の王国のために生きたいのか。 私

たちにとって最も重要なのは何でしょうか？ 

さて、この有名な説教の学びを続けるにあたり、私は「御国の原則」と題した二つ

目の箇所に目を向けることにしました。  

原則とは、「信念や行動の基礎となる基本的な真理や命題」と定義されています。 

「個人の行動を支配する規則や信念」と定義されています。  

神の国に関する「御国の原則」といえば、神の国の市民として生きていくためのル

ールのことです。 神の御国の根底にある真実です。 

先週も強調しましたが、最初からはっきりさせておきたいことがあります。 これ

は、クリスチャンになるためにしなければならないことのリストではありません。 

クリスチャンになる唯一の方法は、信仰による恵み、つまりイエス・キリストの完

成された御業に信仰を置くことです。 

ですから、この「御国の生活」という説教は、神の王国の市民としての私たちの生

活がどのようなものであるべきかを示しています。 それは、神の国の市民とし

て、キリストを信じる者として、キリストに従う者として、私たちがどうあるべき

か、何をすべきかを説明しています。 

今朝のテキストは、ルカの6章27-38節です。 聖書をお持ちの方で、まだ開かれて

ない方は、ルカ書の6章をご覧になってください。 

もし、今朝、聖書をお持ちでない方は、周りの椅子の下に聖書が置いてありますの

で、遠慮なく手を伸ばして借りてください。 私たちは、皆さんが御言葉に沿っ

て、自分で読んでいくことが大切だと考えています。  

開けれたら、神と神の言葉に敬意を表してお立ちください。  



それでは、私の聖書から今日の箇所を読みます。 私はニューキングジェイムス版

の聖書から読みます。 もし、他の訳で読んでいる方がいましたら、頑張ってつい

てきてください。 ルカは、イエスの「平地の説教」の記述を27節で次のように続

けています...（R & P）。 

イントロ 

すでに述べたように、私はイエスの「平地の説教」のこの部分を「御国の原則」と

題しました。 原則とは、私たちが人生を生きていく上での基本的な真理のことで

す。 従うべきルール、あるいは、どのように信じたり行動したりするかを決める

ルールです。 

興味深いことに、この箇所で、イエスが与える教えは16種類にも及びます。 イエ

スが使われている16の動詞は命令法で、上位の権威者から与えられる命令や指令を

意味します。 これらは、神の国の市民として生きる上で譲れないものであり、神

の国の市民として従うべきルール、原則です。 

さて、これら16の命令すべてを個別に見ていくつもりはありません。 もし、16項

目の説教をしようとすると、3部構成の説教よりもはるかに大きなものになってし

まうと思います。  

その代わりに、これらの節と命令を、全体としてまとめられると思われる異なるセ

クションに分けてみます。 そして、それぞれのセクションの命令を簡単に見て、

それが私たちの人生にどのように適用され、どのように作用するかを見ていきま

す。  

それでは、今日の聖書箇所に戻って、この最初のセクション（27-31節）をもう一

度読んでみましょう。  

ルカの福音書6:27-31；無条件の愛 

まず、この節では、神の国の市民であるための第一の原則として、無条件に愛する

ことが挙げられています。 

私たちは、神を愛し、人を愛するのです。 そして、神が私たちに求める愛は、特

別な愛です。 

英語では「愛」という言葉があります。 「サッカーが好きだ」「朝の新鮮なコー

ヒーが好きだ」「新しい自転車が好きだ」「家族が好きだ、子供たちが好きだ」

「妻が好きだ」と言うことができます。 私は同じ言葉を使って、さまざまなもの

に対する自分の気持ちを表現しています。 

しかし、皆さんにも理解していただきたいのですが、私のコーヒーやサッカーへの

愛は、私の家族や妻への愛の足元にも及びません。 しかし、英語では同じ言葉を

使います。 

ギリシャ語ではそうではありません。 ギリシャ語では、愛と訳されている言葉が

いくつかあります。  

親しい友人や恋人に対する兄弟のような愛情を表す「 phileo フィレオ」という愛



があります。  

また、「eros エロス」という言葉があります。これはロマンチックな愛を表す言

葉で、英語の「エロティック」という言葉の由来にもなっています。  

また、家族間での愛を表す 「storge ストージ 」という愛もあります。これは、親

が自分の子供に対して抱く愛です。 

そして、「agape アガペー」の愛。 今朝の箇所に6回も出てくる愛の種類です。 

これは、私たちがすべての人に対して持つように命じられている愛のことです。 

それは、神が私たちを愛してくださる愛です。 それは、私たちがどのように扱わ

れているか、受けるにふさわしいかどうかを条件としない愛です。 

このように愛することは自然なことではありません。 それは神からの賜物なので

す。 第1ヨハネ4：16によると、神は「アガペー」の愛です。 ヨハネは「神は愛で

す。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。」と書

いてあります。(1ヨハネ4:16b) 

私たちがこのような愛を知っているのは、神がまず私たちを愛してくださったから

です。 私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださ

ったことで、神は私たちにこのような愛を示してくださいました。 (ローマ5:8） 

神はそのひとり子を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得させてくだ

さいました。ここに、神の愛が私たちに示されたのです。 (1ヨハネ4:9) 

そして、ヨハネはこう書いています。「愛する者たち。神がこれほどまでに私たち

を愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。」(1ヨハネ

4:11) 

ですから、私たちの御国の第一の原則は、このような愛で互いに愛し合うことで

す。 自分を犠牲にすることで示される愛、人々が自分をどう扱うかや、人々が自

分の愛に値するかどうかに左右されない愛です。  

この箇所の中で、イエスは、私たちがこのような愛で人を愛することができる方法

を説明するために、いくつかの命令を与えています。  

27節でイエスは「あなたの敵を愛しなさい」と述べています。 これは、現代人が

信じていることや考えていることとはまったく逆のことです。 そして、当時の

人々が信じていた教えにも反していました。 

マタイの記録によると、イエスは次のように語っています。「『自分の隣人を愛

し、自分の敵を憎め。』と言われたのを、あなたがたは聞いています。しかし、わ

たしはあなたがたに言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさ

い。」(マタイ5:43-44a) 

当時の律法学者は、人々に隣人を愛し、敵を憎めと教えていました。 しかし、イ

エスはハードルを上げて、私たちの愛は隣人だけでなく、敵に対してもでなければ

ならないと述べています。 

私たちに反対する者、私たちに逆の立場にある者、私たちに敵対する者。 私たち



は彼らに愛を示すべきです。  

このように、神は私たちを愛してくださいました。 私たちが神と仲たがいしてい

ても、神は私たちを愛し、私たちのために御子を遣わされたのです。 神は、私た

ちが敵対していたときにも私たちを愛してくださったので、私たちが仲たがいして

いる人たちをも愛することを期待されているのです。 

また、イエスは「あなたを憎む者に善を行ないなさい。」と命じられています。 

ここでの考え方は、22節に書かれているように、人の子のために人に嫌われること

に関連していると思います。 あなたが信仰を持っているがゆえに、人々があなた

を憎むとき、人の子のためにあなたを非難し、排除し、憎むとき。 私たちは、こ

のような人々に善いことをして応えるのです。  

繰り返しになりますが、これは通常、私たちが自分を憎む人たちにしたいことでは

ありません。 私たちはしばしば彼らに何かをしたいと思いますが、それはたいて

い良いことではありません。 

ギリシャ語の「良い」という言葉は、英語では様々な意味に訳されています。 そ

れは、誰かを高貴に、あるいは称賛に値するように、あるいは見事に、堂々と、す

ばらしく扱うことなどを語っています。 

人に嫌われたとき、私たちは彼らによくしてあげることで対応するのです。 彼ら

を尊敬し、称賛し、敬意を持って扱うことで対応するのです。 

憎しみはさらなる憎しみを生むことを理解しなければなりません。 ヤコブは「人

の怒りは、神の義を実現するものではありません。」と教えています。(ヤコブ

1:20) 

ですから、人に嫌われても、興奮したり、熱くなったりしないでください。 むし

ろ、その人たちに良いことをして、主がその状況を処理してくださるようにしまし

ょう。 

次にイエスは、「あなたを呪う者を祝福しなさい 」と命じられます。  

ここでの「呪う」という言葉は、人の悪事や破滅を願うことを意味します。 あな

たの人生において、誰かが屈辱と感じたり、誰かがあなたがいると思う台座から、

あなたを引きずり降ろされるのを見たいという理由だけで、あなたの悪事や破滅を

願う時があるでしょう。 

沖縄にいる私の牧師にもこのようなことが起こりました。 その昔、フルタイムで

奉仕する前に、そして私たちが日本に移住する前に、私たちはカリフォルニア州オ

レンジ郡にあるNiketownで一緒に働いていました。 

私の牧師であるリックは、休憩室でいつも聖書を読み、いつも祈り、大胆に信仰生

活を送っていました。 

ナイキには、リックに対して調査を開始した人がいました。その人は、誰かがそん

なにも清廉潔白であることを信じられなかったのです。  

その人は、リックに対して虚偽の告発を行い、彼が何か怪しいことをしていると言



おうとしました。 調査が終了した後、ナイキはリックに正式な謝罪をしなければ

ならず、リックに言いがかりをつけた人は解雇されてしまいました。  

神はこの状況を利用して、リックにナイキを辞めてフルタイムのミニストリーに入

る時が来たことを示したのです。 このように、神様はあのネガティブな状況をポ

ジティブなものに変えてくださったのです。 

しかし、それが言いたいことではありません。重要なのは、あなたが倒れるのを見

たい、破滅するのを見たいと思う人が時々いるということです。 

サタンも同じようにヨブを見ていました。 サタンがヨブの人生を破滅させようと

したのは、ヨブがある種の高みにいて、神から過剰な祝福を受けていると思ってい

たからです。そして、ヨブが神から離れ、神を面と向かって呪うようになることを

期待して、ヨブの人生が破滅するのを見たかったのです。  

こういうことが起こります。 そして、私たちはどう対応すればいいのでしょう

か？ 私たちは彼らを祝福するのです。 これは、「彼らの心に祝福を」と言うよう

な南部のひとたちが祝福する類のやつじゃないんです、私が言いたいことがわかり

ます？  

そうではなく、これは、神の好意が誰かの上にあるように、その人から溢れ出るよ

うにということを望み、お願いするという意味が込められています。 それは、民

数記6章を相手に祈るようなものです。 

「願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。 願わくは主がみ顔を

もってあなたを照し、あなたを恵まれるように。 願わくは主がみ顔をあなたに向

け、あなたに平安を賜わるように」』(民数記.6:24-26) 

人々が私たちを呪い、悪を望むとき、私たちはこのように対応するのです。 私た

ちは彼らを祝福するのです。 私たちは彼らを祝福し、彼らの上に神の好意がある

ことを願うのです。 

また、イエスは弟子たちに「迫害する者のために祈れ。」と言われました。 

ここで、はっきりさせておきたいことがあります。 この言葉は、ダビデの呪いの

祈りのことではありません。 ダビデは、詩篇の中でそのような祈りをいくつか行

っています。 

ダビデは神に祈りました。「あなたの憤りを彼らの上にそそぎ、あなたの激しい怒

りを彼らに追いつかせてください。 彼らの宿営を荒し、ひとりもその天幕に住ま

わせないでください。」(詩篇69:24-25) 

「神よ、彼らの口の歯を折ってください。」と悪人に対して祈りました。 (詩編 

58:6a) 

ダビデはいくつかの問題を抱えていました。  

しかし、これらの祈りは、イエスが弟子たちに「自分を悪者にする者のために祈り

なさい」と言われたときに考えていた祈りではありません。 



私たちがこれらの人々を主に捧げ、彼らのために祈り、彼らに代わって執り成し、

彼らの人生に神の霊の力強い働きをしてくださるようにお願いすることです。 彼

らが救われるように、彼らが主に委ねられ、主に服従するように。  

このようにして、私たちは自分に悪意を持って迫ってくる人のために祈るのです。 

イエスは、片方の頬を打たれたら、もう片方の頬を差し出せと命じています。  

しかし、私は、イエスが自分を人間サンドバッグにすることを勧めているとは思い

ません。 また、自己防衛をしてはいけないということでもありません。  

マタイがこの部分をどのように記録したかを読むと、「平手打ち」という言葉を使

っていることがわかります。 「もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほか

の頬をも向けてやりなさい。」(マタイ5:39b) 

ルカは、ぴしゃっと打つやパンチのように打つという意味の「strike」という言葉

を書いています。 マタイの文脈からすると、ここで言っているのは、どちらかと

いうと顔を平手打ちすることではないかと思います。 

ですから、イエスがここでおっしゃっているのは、誰かが自分の顔を平手打ちして

気分を害された時に、報復や復讐をしてはいけないということだと思います。 む

しろ、攻撃を受け、侮辱を受けても、報復や仕返しをするのではなく、もう一方の

頬を差し出すのです。 

これは、昔の人は手袋をしていて、手袋を外した手で、或いは、時には外した手袋

で誰かの顔を叩くと無礼だったり、恥をかかせるという公の姿勢をとっているとい

う意味だと思ってください。 

イエスは私たちに、侮辱に対して侮辱を返すのではなく、それは、私たちが平手打

ちを返したり、復讐しようとするのではなく、再び侮辱される機会を与えるために

むしろもう一方の頬を向けなさいと命じています。  

私たちの多くの問題点は、仕返しをしたり、復讐をするときに、単に平手打ちに平

手打ちを返すだけではなく、さらに一歩踏み込んだ復讐をしたいと考えることで

す。  

誰かに教訓を与える方法として、相手を一歩リードし、2倍にして返したいと思う

ことが多いのです。 これは、誰かに教訓を与える方法として、「俺に手を出すな

よ、兄弟」と言う方法です。 こんなことをしたら、もっとひどいことをしてやる

からな」という意味で。 

それが私たちの自然な罪の傾向です。 そして、イエスは、私たちが罪深い衝動に

支配されることを望んでおられられません。  

私たちは、復讐することを主の御手に委ねるべきなのです。  

パウロはローマ人への手紙で次のように書いています。 「愛する者たちよ。自分

で復讐をしないで、むしろ、神の怒りに任せなさい。なぜなら、『主が言われる。

復讐はわたしのすることである。わたし自身が報復する』と書いてあるからであ

る。」(ローマ12:19) 



神にお任せしましょう。 あなたが不当な扱いを受けた場合、神は見ておられ、そ

れを正してくださると信じましょう。私たちが不当な扱いを受けたり、侮辱された

りした状況には、神が報復してくださいます。  

イエスは「あなたの上着を奪い取る者には下着をも拒むな。」と言われました。 

興味深いことに、ここでの動詞「do not withhold 拒むな」は、唯一、命令法では

なく、仮定法で書かれています。 

仮定法は通常、言葉の動作が可能であること、あるいは意図的であることを示しま

す。 ここの箇所では否定形として、誰かがあなたの上着を取り上げたときに、意

図的にあなたの下着を差し出さないようにしてはいけないと言っています。 

上着を取り上げるということは、必ずしも誰かが犯罪的にあなたから盗むことを言

っているのではありません。 マタイの福音書をもう一度見てみると、ここで意図

されていることがはっきりとわかります。  

マタイの福音書によると、イエスは次のように言っています。「あなたを訴えて下

着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。」 (マタイ5:40) 

つまり、イエスは、人々があなたを訴え、裁判制度を通してあなたの地上の財産を

奪おうとすることを言っていると思われます。 

上着は、歩き回ったり、寝たりする外衣で、下着は、裸にちかい内側に着用するも

のでした。  

私たちの服に例えると、上着はコート、下着（tunic チュニック）はシャツや下着

のようなものでしょうか。    

ですから、イエスは弟子たちに、もし誰かがあなた上着を奪うために裁判を起こそ

うとしているなら、進んでシャツも差し出せと教えているのです。  

あなたは、「a person would be willing to give you the shirt off of their back」と

いう言葉を聞いたことがありますか？ この言葉は、「すすんで無私無欲で寛大な

態度で与えてくれる人」のことを指しています。 求められたものを、どんな犠牲

を払ってでも与えるという意味です。 *（人）に最大限の援助［支援・手助け］をする 

この言葉は、ここでのイエスの教えに通じるものがあると思います。 

30節でイエスが次に言われたことは、同じ問題を扱っているように思えます。 彼

はこう言います。「求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う

者から取り返そうとしてはならない。」 

ここの言い回しは非常によく似ていて、人々があなたを訴え、あなたの財産を奪お

うとするという考えを再び言っているようです。 前の節でイエスが、人に上着を

奪われることについて言及された時に使われた言葉と全く同じです。  

そして、その考え方も同じです。 何かを求める人には与え、あなたから奪おうと

する人にはためらってはいけません。 

自分の持ち物に縛られることが、他の人の必要を満たしたり、他の人を助けたりす



ることよりも大切なことになってはいけません。  

奪おうとしたり、訴えようとしたりする人がいても、それを気にしてはいけませ

ん。  

パウロはコリントの教会に、人々が互いに訴えたり、裁判を起こしたりすることに

ついて書いています。 「 そもそも、あなたがたの間に裁判ざたがあること自体、

既にあなたがたの負けです。なぜ、むしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜ、

むしろ奪われるままでいないのです。」 (1 コリント 6:7) 

シャツを失うことで、そんなに損をすることがあるでしょうか？ なぜ不当に扱わ

れることを受け入れないのか、なぜ自分がだまされようとしないのか。 なぜ私た

ちは、一時的な所有物に邪魔されて、永続的な関係を築くことができないのでしょ

うか？ 

裁判で争ってその裁判に勝訴して、永続的な関係を築く機会を失うよりも、自分が

不当な扱いを受けても、兄弟を勝たせるほうのことの方がはるかに良いのです。 

争うことで得られる代価は、シャツや上着などのこの世の財産を失う可能性よりも

大きいのです。  

最後に、イエスは31節で、「人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさ

い。」と言われました。 

これは一般的に「黄金律」と呼ばれているものです。 この世の王国には「黄金

律」というものがあり、「黄金を持っている者が支配する」と書かれています。 

しかし、それは神の国の黄金律はありません。 神の御国の「黄金律」とは、「人

にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。」というものです。 

人に愛されたい、親切にされたい、慈悲深く寛容であってほしいと思いますか？ 

そうであるなら、彼らにも同じようにするのです。あなた自身が、人を愛し、親切

にし、慈悲深く、情け深く、寛容になるのです。    

イエスはマタイの記述の中で、「黄金律」に従うことで、「これこそ律法と預言者

を成就する」と付け加えています。 (マタイ7:12) 

ここで、「愛」の話に戻ります。 イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽

くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』 これが最も重要な

第一の掟である。 第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように

愛しなさい。』 律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」(マタイ

22:37-40) 

パウロはローマ人への手紙の中で書いています。「互いに愛し合うことのほかは、

だれに対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、律法を全うしている

のです。」(ローマ13:8) 

このように、最大かつ最も重要な御国の原則は、互いに愛し合うことです。 しか

し、この箇所からは、他にもいくつかのことが読み取れます。 それでは、次の32

～34節を見てみましょう。 



ルカ6:32-34；聖い生活を送る 

  この節で見られる次の御国の原則は、聖い生活を送ることです。 クリスチャン

として、神の御国の市民として、私たちは聖い生活を送るべきです。  

あなたは、「32-34節は聖い生活と何の関係があるのだろう？」と思うかもしれま

せん。 説明しましょう。  

「聖い」という言葉は、簡単に言えば、神のために用意されているということで

す。 32-34節を見ると、この世の他の人々とは違う生き方をすることに重点が置か

れていることがわかります。  

これら3つの節には、罪人という言葉が4回出てきます。 イエスは、罪人の行動

と、イエスに従う弟子たちの行動とを対比させて質問されています。 

イエスは、弟子たちがこの世の罪人たちとは違うことを期待していました。 この

世の他の人々と同じように振る舞うことが、彼らに何の得があるのかと尋ねていま

す。  

自分を愛してくれる人だけを愛し、自分に善いことをしてくれる人だけに善いこと

をし、自分に返してくれる人だけに貸すとしたら、それはあなたにとってどのよう

な信用や利益になるのか？  

罪人でさえそのようなことをするのですから、それがあなたとこの世の他の人たち

と、どう区別するというのでしょうか？ 

イエスは私たちに、世間が喜んですること以上のことをするように命じられていま

す。 私たちの行動は、私たちが他の人々とは違うということをはっきりと示すべ

きです。 

私たちは塩と光になるように、世間とは違う存在になるように召されています。 

私たちは、聖なる者、世とは異なり、神とその奉仕のために奉献された者となるべ

きです。  

ペテロはこう書いています。「召し出してくださった聖なる方に倣って、あなたが

た自身も生活のすべての面で聖なる者となりなさい。 『あなたがたは聖なる者と

なれ。わたしは聖なる者だからである』と書いてあるからです。」（1ペテロ.1:15-

16）  

私たちが聖なる者であるというのは、完璧さのことを言っているのではありませ

ん。 私たちは誰もが完璧ではなく、日々、完璧さには達していません。 また、

「聖人気取り」のような態度で歩き回ることを言っているのでもありません。  

単に、神の聖霊によって主の道に導いていただき、案内していただくような生き方

をするということです。 つまりこの世の王国のものを追い求めるのではなく、神

の国のものを追い求めるということです。 

強さと力、そして聖霊の導きと案内によって、私たちは、主に向かって聖い人生を

送ることができます。 それは、罪人の生き方とは分けられる生き方です。 この世

で迷っている人たちにとって魅力的な人生です。 



人々は私たちを見て、私たちの中に私たちを世と区別する何か、私たちの中に違い

を見るべきです。  

人々はあなたを見て、「あなたとあなたの生き方には何かが違う」と言うべきで

す。 

願わくば、私たちはこの世のものとは何が違うのですか聞いてもらえるように。 

そして、私たちは私達のためにご自身を捧げてくださった愛に満ちた救い主のこと

を伝え、彼らも主のために定められた人生を歩むことができるということを知って

もらうのです。 

続いて、次の35～36節を見てみましょう。 

ルカの福音書6:35-36；神を敬う生き方をする 

この35節と36節には、御国の生活とそれを定義する原則の一部である、もう一つの

原則があります。 ここでは、神を敬う生活をするという原則が書かれています。  

聖なる生活をすることと神を敬う生活をすることの違いは何だろうと思うかもしれ

ませんが、大きな違いはありません、でも違う部分もあるので指摘していきます。 

35節と36節で強調されているのは、天の父のようになることです。 神に倣う者と

なり、神がなさることを行い、この肉の体を持っている間にできる範囲で、神が生

きておられるように自分の人生を生きることなのです。  

私たちは世から離れていることができます。世のことをしなくても、神にかなった

生き方をするには至らない可能性があるのです。 私たちは世とは違うようになれ

ても、神のようにはなかなかなれません。 

1つは、私たちが否定的に行っていることです。 私たちは世のように行動しませ

ん。もう1つは、肯定的に行っていることです。 それは、私たちは主のように行動

します。 

主に従う者として、私たちの人生は、主が生きた人生のように、またそれを反映し

たものでなければなりません。  

パウロはエペソの教会にこう書きました。「あなたがたは神に愛されている子供で

すから、神に倣う者となりなさい。 キリストがわたしたちを愛して、御自分を香

りのよい供え物、つまり、いけにえとしてわたしたちのために神に献げてくださっ

たように、あなたがたも愛によって歩みなさい。」 (エペソ5:1-2) 

コリントの教会には、「わたしがキリストに倣う者であるように、あなたがたもこ

のわたしに倣う者となりなさい。」と書かれました。(1コリント11:1)   

キリストは、ご自分の人生を父への捧げ物、神へのいけにえと考えていました。 

キリストは父の御心を満たすために完全に服従していました。 御父のために生

き、御父が望まれることをすべて行うことがすべてでした。 

これは私たちの願いでもあるはずです。 キリストに従う者、キリストに倣う者と

して、私たちの心の願いは、御父の御心に完全に委ねられるべきであり、私たちの



人生は、御父の御心を満たし、御父が私たちに望むことをすべて行うことであるべ

きです。  

この聖句から、私たちがそうすることができる方法のいくつかがわかります。 私

たちは敵を愛し、善を行い、見返りを求めずに貸すことができます。  

そして、イエスは、私たちの天での報いは大きく、全ての人に、そして恩を知らな

い者にも悪人にも情け深い天の父のように行動することを約束しています。  

私たちは、父があわれみ深いように、あわれみ深い者となるのです。 ギリシャ語

で「慈悲深い」という言葉は、「思いやりがある」「あわれみに満ちている」とい

う意味です。 

正義とは、自分にふさわしいものを得ることです。 慈悲とは、私たちが受けるべ

きものを受け取らないことです。  

私たちは皆、罪人ですから、ローマ書6:23aに、「罪が支払う報酬は死です。」書

いているように、私たちは罰を受けるべきであり、死に値するのです。  

しかし、神は私たちを憐れみ、私たちが受けるべきものを与えません。  

それに加えて、神様は私たちに恵みを与えてくださいます。 恵みとは、私たちが

受けるに値しないものを得ることであり、私たちが稼ぐことも、功績を残すことも

できないものです。 それは単に神の贈り物なのです。  

だからこそ、ローマ人への手紙6章23節は、「しかし、神の賜物は、わたしたちの

主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。」と続くのです。(ローマ6:23b) 

主に従う者として、神の御国の市民として、私たちも人にあわれみを示し、人に恵

みを与えるべきです。  

私たちは皆、あわれみと恵みを愛しています。 私たちは皆、あわれみと恵みを求

めています。 他人のことになると、正義を求めることがよくあります。 しかし、

自分のことになると、私たちは慈悲と恵みを求めます。  

もし私たちが神や他の人からの慈悲や恵みを望むのであれば、私たちが関わる人た

ちにも慈悲や恵みを与えるべきです。  

このことは、37-38節にある最後の原則につながります。 この最後の節を一緒に見

て、おわりにしましょう 

ルカ6:37-38 永遠に生きる 

ここでは、永遠のために生きるという原則があります。 皆さんの中には、「永遠

のために生きることが、37節と38節に書かれていることと何の関係があるのだろ

う」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 もう一度、説明します。   

ここで見られる基本的な原則は、私たちは自分が蒔いたものを刈り取るということ

です。 裁きはより多くの裁きを、非難はより多くの非難を、赦しはより多くの赦

しを、そして与えることはより多くの与えることをもたらします。 神の御国は、

刈り取りと種まきの世界なのです。  



刈り取りと蒔きの原則について語るとき、私たちはガラテヤの信徒への手紙と、刈

り取りと蒔きについてのパウロの言葉に導かれます。 

パウロは書きました。「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。 自

分の肉に蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、霊に蒔く者は、霊から永遠の命を刈り

取ります。 たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て、実を

刈り取ることになります。 ですから、今、時のある間に、すべての人に対して、

特に信仰によって家族になった人々に対して、善を行いましょう。」(ガラテヤ人へ

の手紙 6:7-10） 

私たちは刈り取りと種まきの御国に属しているので、粘り強く、あきらめず、疲れ

ずに良いことをしていくようにしなければなりません。時が来たら蒔いたものをか

らないといけないからです。  

このようにして私は、永遠のために生きるという原則にたどり着きました。 私た

ちが善を行い、無条件に愛し、聖い生活や神を敬う生活をしていると、思ったよう

に物事が進まないときに、あきらめたくなることがあります。 それは非常に目先

のことだけを考えた行為です。 私たちは、未来のために、永遠のために生きなけ

ればなりません。 

神の御国は刈り取りと種まきの世界ですから、この御国の原則に従って生活してい

れば、いつかは報いを受けることになるのです。  

それは今週でも、今月でも、今年でも、あるいは自分が生きている間でもないかも

しれませんが、私たちは永遠のために生きていることを見失ってはいけません。  

私たちが今ここで行っていることは、天国で神と一緒にいる永遠の残りの期間に影

響を与えます。  

もし私たちが永遠のこちら側で刈り取ることができなくても、私たちが主の御前に

入り、主が『忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったか

ら、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。』と言って私たちを家

に迎え入れてくださるときには、さらに刈り取ることができるということです。 

(マタイ25:21)   

おわりに 

さて、これで終わりです。 神の国の市民として従うべきルール、人生を生きるた

めの4つの御国の原則。 

私たちは、無条件に愛し、聖なる生活と神を敬う生活を送り、永遠のために生き、

主への希望を失わず、主のために生きることですべてが価値あるものとなることを

信じています。 アーメン？ アーメン! 

祈りましょう!   

来週、この「平地の説教」を続けていく中で、王国の原則の一部としてここで述べ

られていることにもう少し触れていきます。特に、イエスがこの問題に触れるたと



え話をしてくださるので、お互いを裁くことについて見ていきましょう。  

来週は、主の御心であれば、イエスが話されたいくつかの王国のたとえ話を見て、

御国の生活についての教えを締めくくりたいと思います。 来週も引き続き、ルカ

の福音書とイエスの「平地の説教」を学びますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 神の祝福がありますように 


