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ようこそ

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（航海から帰ってきた海軍の方もいらっしゃるかもしれません）
や、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。

ここで、小学生の子どもたちを日曜学校のクラスに送り出します。

子供たちが日曜学校にむかっている間に、他の皆さんは聖書を開いて、ルカの福音
書の第7章に進んでください。

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くださ
い。  

今朝は、「すばらしい軍人」と題したメッセージで、ルカの福音書の新しい章を、
一節一節ずつ学びを始めます。  

そして、礼拝の終わりには、聖餐式を通して主の食卓に参加する時間も設けられて
います。  

私の願いは、私たちが神の言葉を学ぶときに神が共にいてくださり、神の霊が私た
ちを導き案内し、2,000年前に神が私たちのためにしてくださったことを私たちが思
い出すときに、イエス・キリストに栄光が与えられることです。  

ルカの福音書第7章を開けましたか？  開けましたら、主とその御言葉をたたえて、
お立ちください。

私は今朝の箇所を私の聖書から読みますが、皆さんもご自分の聖書で頑張ってくだ
さい。  ルカはキリストの生涯を順番に語り続け、7章1節で次のように述べていま
す...（R＆P）。

イントロ

なにが軍人をすばらしくするのでしょうか？  どのようなことが、特定の軍人（男
女とも）を仲間の中で際立たせるのでしょうか？  軍隊のリーダーとして成功するか
どうかを判断する上で、最も重要な特性や特徴とはどのようなものでしょうか？

信じられないかもしれませんが、この種の質問は何度も何度もされてきました。  
軍隊のリーダーとして成功するために最も重要なことを見つけ出すための研究が行
われてきました。  

私はこのテーマについて考えながら、グーグルの助けを借りて自分なりに少し調べ
てみました。  「なにが良い軍の指導者を作り上げるのか」と検索窓に打ち、どん
なことが出てくるかと思いながら、エンターキーを押しました。

裏切られませんでした。  この種の属性や特徴を数値化しようとした記事や研究論



文は、世の中にいろいろとあります。

米陸軍のサイトに掲載されていた記事では、「明確な意思を示し、理解を共有し、
団結力のあるチームを作り、規律を率先して行動し、兵士に慎重なリスクを取るよ
うに促し、部下を信頼して健全な決定を下し、どのように命令を実行するかではな
く、何をなぜ行うかに焦点を当てた任務命令を行使できる」リーダーの必要性が語
られていました。

しかし、それは私には言い過ぎに聞こえました。  私が探していたのは、軍隊の中
で際立った存在となるような性格的特徴、あるいは属性のリストでした。

Military.comというサイトで、「Six Personality Traits of a Leader　リーダーの６つ
の性格特性」という記事を見つけ、この記事はが私が求めていたものに近いと思い
ました。

6つの特性にたどり着く前に、まず必要な2つの絶対条件が挙げられていました。  
その中で、最も重要な性格特性として挙げられていたのが、「誠実さ」と「気質」
でした。  この記事によると、これらは絶対的なものであり、優れたリーダーを見極
めるためには必ず含まれていなければならないものだという。

さらに、野心、意欲、粘り強さ、自信、心理的なオープンさ、現実主義（楽観主義
と悲観主義の中間）、そして最後に学習意欲が記事の中では挙げられています。

私が見たあるビデオでは、優れた軍人を作る8つの特徴が紹介されていました。

気質、謙虚さをともなう自信、規律、体力、生涯にわたっての学習意欲、プロとし
ての自覚、模範となること、献身などが挙げられていました。

さらに、ノルウェー陸軍士官学校がこのテーマを研究し、軍人による複数の委員会
によって選ばれた、軍人にとって最も重要な性格の強みを12個挙げている記事を見
つけました。

彼らが選んだ12の強みは、上から順に以下の通りです。  #1位は「リーダーシッ
プ」、2位は「チームワーク」、3位は「オープンマインド」、4位は「誠実さ」、5
位は「粘り強さ」、6位は「勇気」、7位は「好奇心」、8位は「学習意欲」、9位は
「社会的知性」、10位は「公正さ」、11位は「視野の広さ」、そしてトップ12を締
めくくるのは「創造性」でした。  

世の中にはさまざまなリストがあり、ある特定のものを他のものよりも評価する人
がいることを知り、私は興味を持ちました。  

すばらしい軍人の特徴で、私たち全員が合意できる正確なリストがあるかどうかは
私にはわかりません。しかし、今朝の箇所に出てくる男性の特徴に納得し、何が彼
を偉大で素晴らしい存在にしたのかという例から学ぶことができればと思います。  

「marvelous　すばらしい」という言葉の定義は、「大きな驚きをもたらすこと、
並外れていること 」です。  そして、今朝の箇所に出てくるこの軍人は、まさにその



条件に当てはまると言えるでしょう。

もし、神があなたに驚嘆するならば、それは類まれなことであり、あなたには認め
られ、称賛されるべき何かを持っていると言えるでしょう。

私たちは、今朝の箇所で、それを実践しようとしています。この箇所を読みすす
め、この軍人について、何が彼を際立たせたのか、何が彼を偉大にしたのか、何が
彼を並外れた存在にしたのかを教えてくれるいくつかの考察を引き出そうと思って
います。

私の願いは、これらの特徴を、私たちが自分の生活の中で見習うことができるよう
にすることです。  私たちの観察は、軍人だけに限らず、すべての人に当てはまるも
のです。  

それでは、今日の箇所に戻って、この軍人の素晴らしさを見てみましょう。  まず
は、1節と2節をご覧ください。  

ルカの福音書7章1～2節

この箇所では、6章で取り上げた内容から移行するために、場面を設定するための
いくつかの詳細から始まります。

イエスがすべての言葉を締めくくるというのは、前の章での「平地の説教」と呼ば
れる教えのことで、その教えで、イエスは御国の生活と、それに関連する優先事
項、原則、たとえ話について話されました。

田舎で、イエスがこれらのことを話し終えた後、イエスはカペナウムの町に戻られ
たと言われています。

カペナウムの町は、新約聖書の時代のガリラヤ海北西岸で最も重要な町でした。

単なる漁村ではなく、ガリラヤの経済の中心地であり、主要交易路の近くに位置し
ていたため、裕福な都市であり、人気のある観光地でした。

故郷のナザレを離れたイエスは、カペナウムという街に「職場」を構えました。  カ
ペナウムは、イエスがガリラヤ地方で行っていたミニストリーの本部のような場所
でした。

2節には、ある百人隊長のことが書かれています。

百人隊長とは、ローマの陸軍を支える士官のことです。  百人隊長とは、100人の
ローマ兵を担当する士官のことです。  アメリカ軍の下士官のようなものです。

一般的に、これらのタイプの軍のリーダーは、一般のユダヤ人からは見下され、嫌
われていました。  彼らはローマの占領軍の代表でした。  彼らは、自分たちを支配
していた集団のリーダーであり、ユダヤ人の視点からは望まれない権威者でした。

しかし、興味深いことに、聖書の中でローマの百人隊長について言及されているの
は、ほとんどが主に肯定的な評価で共有されているものです。



今朝の箇所に出てくる百人隊長は、イエスがその驚くべき信仰を称賛した人物で
す。  

また、イエスが十字架につけられたとき、カルバリーの丘に百人隊長もいました。  
彼はイエスについて、「本当に、この人は神の子だった」と宣言しました。(マタイ
27:54b)
改宗して聖霊のバプテスマを受けた最初の異邦人は、百人隊長のコルネリウスで、
彼については使徒行伝10章に書かれています。

使徒の働き27章には、ユリウスという百人隊長が登場します。ユリウスは、パウロ
がローマに移送されて、拘留されている間、パウロを監視していました。

このように、伝統的に百人隊長はユダヤ人に嫌われていましたが、聖書を読むと、
百人隊長として勤め、神を畏れ神を敬い、ユダヤ人社会の人々に好意的に受け入れ
られていた人物もいたことがわかります。

2節では、ある百人隊長が紹介されているだけでなく、そのしもべについても書かれ
ています。

彼のしもべは、病気で死にそうであったと言われています。  ギリシャ語で「sick病
気」という言葉は「kakos カコス」という言葉で、「悪い、悪」という意味の語
源です。  この言葉は、特定の病気のことではなく、病気の影響を感じている度合
いを語るために使われています。

このギリシャ語の意味で、かなり字義通り、このしもべは悪い状態にあったという
ことです。  彼の状況はあまりよくありませんでした。  

マタイの並行記事では、彼は「中風で家に寝込んで、ひどく苦しんでいます」と書
かれています。(マタイ8：6）。

この文脈での「paralyzed 麻痺」という言葉は、体を動かすことさえできない状態
を意味しています。  痛みや苦悶で、体が動かせない状態です。  このしもべが経験
している痛みは耐え難いもので、筋肉を動かすことさえできません。

このしもべは死の床にいて、痛みに震え、何もできない状態でした。

このしもべは、百人隊長にとって大切な存在だったと言われています。 「dear」

という言葉は「とてもと尊く、大きな価値があるもの、かなり名誉のあること」と
いう意味です。

これは、この特定の百人隊長が他の人とは異なっていたことを示す最初の証拠とな
ります。その当時、しもべはただの所有物としか見られていなかったからです。  

彼らは所有物のように扱われ、通常、人は自分の所有物に大きな関心を示したり、
それほど高い価値を置くことはありませんでした。  

この百人隊長が病気の奴隷に対してこのように感じていたことは奇妙なことでし
た。  なぜ彼はそんなに心配したのでしょうか？  当時の考え方は、「この人が死ん



だら別の奴隷を雇えばいい」というものでした。

実際、ローマ法の下では、主人は奴隷を殺す権利さえ持っており、奴隷が働けない
ほどの病気や怪我をした場合には、主人が殺すであろうと思われていました。  

ですから、この場合の典型的な対応として、ローマ法の下では認められ、多くの人
が考えることは、百人隊長はしもべをひと思いに殺して、ただ別のしもべを手に入
れるというものでした。  

この奴隷が百人隊長にとって大切な存在であったという事実は、百人隊長が、奴隷
を簡単に交換できる単なる所有物として扱っていた他の人々とは少し違うことを示
しています。  

彼は自分のしもべの命を大切にしました。  傷ついている人、弱い人、無力で絶望
的な人を気遣ったのです。  彼は彼のために心を砕いたのです。

そして、これがこの百人隊長について私が注目したい第一のことです。  この百人隊
長は、自分のしもべの命を大切にし、すべての命に大きな価値を置くことを教えて
います。  

力のある人、影響力のある人、自分を助けてくれる人だけを大切にしたいと思うこ
とがありますが、この百人隊長は、力もなく、ほとんど何の役にも立たず、社会の
中でほとんど価値のない奴隷の命を大切にしました。

彼は、私たちが従うべき模範です。  私たちは、信仰においてえこひいきや不公平さ
を示すべきではありません。  

ヤコブは次のように書いています。「わたしの兄弟たち、栄光に満ちた、わたした
ちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。」(ヤコブ
2:1)
そして、ヤコブはある集会に二人の異なる人が入ってきた状況を説明しています。  
一人は金や立派な服を着て集会に入り、もう一人は貧しい人です。  

もし私たちが、立派な服や金を身につけている人をえこひいきにして、貧しい人を
遠ざけるなら、私たちは偏見を示す罪を犯していることになります。  

ヤコブは続けてこう言いました。「もしあなたがたが、聖書に従って、『隣人を自
分のように愛しなさい』という最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構な
ことです。 しかし、人を分け隔てするなら、あなたがたは罪を犯すことになり、律
法によって違犯者と断定されます。」。(ヤコブ2:8-9）。

つまり、私たちはえこひいきをしてはいけないということです。  私たちはすべての
命に価値を置くべきなのです。

次の節では、この百人隊長について、他にどのような観察ができるかを見ていきま
しょう。  



ルカの福音書7章3節

この百人隊長は、イエスのことを聞いたことがありました。  

百人隊長は何を聞いたのでしょうか。  百人隊長は、文脈から判断したり、ルカ福
音書ですでに学んだことに基づくと、イエスが偉大な権威を持って話し、教え、ま
た病気に対する権威や人々を癒す能力についての話を聞いていた可能性が高いと思
われます。

私たちは、この人がその偉大な信仰のためにイエスから称賛されることを知ってい
ます。「信仰は聞くことにより、しかも、キリストの言葉を聞くことによって始ま
るのです。」(ローマ10:17)

このローマの百人隊長は、イエスのことを聞いていて、喜んで聞いていました。彼
は心を開いていて、イエスに対して従順でした。

このことは重要であり、注目に値すると思います。  この百人隊長が心を開いて、イ
エスについて語られる言葉に耳を傾けようとしたという事実は、彼がどのような人
物であったかを物語っています。  

興味深いことに、優れた軍人の条件として、「心が広い」という特徴が何度も挙げ
られ、複数のサイトや記事でその必要性が述べられています。

この「心が広い」という言葉の反対は、「心を閉ざしている」ことです。  自分のや
り方に固執し、変化を求めず、他の可能性を考えようとしないことです。  

私たちの人生において、神の聖霊の働きに応答するためには、心を開いている必要
があります。  私たちは、神の聖霊と御言葉が私たちを導き案内してくれることに喜
んで身をゆだね、従う必要があるのです。

礼拝のためにこの場所に集まったとき、あなたは神の聖霊がしたいと望むことに心
を開いていますか？  主から受け取り、主の栄光のために、そして最終的には私たち
自身のためになるように、主があなたの人生に変化をもたらすことに心を開いてい
ますか？

それとも、心を閉ざしていますか？  譲らず、すでに決意をしていて、他の可能性を
排除しようとしていませんか？

私は、この百人隊長がイエスについて聞いた言葉に耳を傾ける姿勢を示した例が、
私たちが自分の人生で従う例となることを願っています。

百人隊長は、イエスの話を聞き、イエスがカペナウムにいることを知ると、ユダヤ
人の長老たちをイエスのもとに送り、イエスが来て自分のしもべを治してくれるよ
うに懇願しました。  

これもまた少し奇妙なことですが、ユダヤ人の長老たちが、ローマの百人隊長のし
もべのためにイエスの前に嘆願しに行くというのは、普通の行動ではありません。

すでに述べたように、ユダヤ人はローマの権力者を必ずしも好きではなく、しばし



ば軽蔑していましたが、このローマの百人隊長は何かが違っていて、ユダヤ人の長
老たちに特別な好意を持たれ、それは彼を際立たせました。

4節と5節を読んで、彼を際立たせたものが何であったかを見てみましょう。

ルカの福音書7章4～5節

ユダヤ人の長老たちがイエスのところに来て、イエスが百人隊長の家に一緒に行っ
て、彼のしもべを治してくれるようにと、熱心に頼みました。

ユダヤ人たちは、イエスがこのようなことを行うのに、相手はふさわしい人物であ
ると言って、イエスに懇願しました。  ギリシャ語の「deserving 相応しい」とい
う言葉は、そのような特別な扱いを受けるに値するという考えを表しています。  

ギリシャ語では「axios アクシオス」といい、文字通り「重みがある」という意味
です。  この言葉は、左右の重さが等しいときに、重りが梁を水平に引き下げる秤の
ことを指していると考えられています。  

したがって、ここでは、百人隊長が行ったことをすべて計量して秤にかけると、イ
エスが来てしもべを癒すという仕事と同等になるということです。  

私はこのような心象風景を想像し、理解することができますが、神の働きはそのよ
うなものではないことを知り、とても嬉しく思います。  私たちは神の好意を得る必
要はありません。  神様に何かをしてもらうために、たくさんの良い行いをして、そ
れを天秤にかける必要はないのです。

ユダヤ人の長老たちは、このような方法で神に近づくことができると信じていまし
たが、彼らは間違っていました。 主に近づくためのより良い、より適切な方法につ
いては、後の学習で注目します。

しかし今のところ、百人隊長について私が指摘したいことは、彼が良い人格の持ち
主であったということです。  彼は評判が良く、地域の指導者たちから好意的に語ら
れていました。  

箴言22章1節には、「名誉は多くの富よりも望ましく品位は金銀にまさる。」とあ
ります。

また、パウロは監督者の資格について次のように述べています。「更に、監督は、
教会以外の人々からも良い評判を得ている人でなければなりません。そうでなけれ
ば、中傷され、悪魔の罠に陥りかねないからです。」(1テモ3：7）。

良い評判を得るということは、まさに誠実な人生を送るということにつながりま
す。  私生活と公の人格が一致していることです。

誠実に生きるとは、隠し事や不正な行為、二重生活をしないことです。  私たちは、
主の前でも、他の人の前でも、誠実に生きます。

ローマ人への手紙12章18節では、「できれば、せめてあなたがたは、すべての人と



平和に暮らしなさい。」と勧められています。

これは、百人隊長が心がけていたことであり、私たちが見習うべき良い例です。

さて、今日のところで、ユダヤ人の長老たちは、この百人隊長が、イエスが来て彼
のしもべを癒してくれるに値すると感じた理由を2つ挙げています。それぞれの理由
を見て、百人隊長の特別な点に注目してみましょう。

まず、この百人隊長が自分の国を愛していたということです。

さて、ここで言われていることをよく理解していただきたいと思います。  ここで語
られているのは、愛国心からの国への愛ではありません。

英語で「国民」と訳されている言葉は、ギリシャ語の「ethnos エトノス」で、英語
の「ethnic　民族の」の語源になっています。  

この言葉は、どちらかというと、特定の人々のグループという意味で使われていま
す。  

ここでは、ユダヤ人のことを指しています。  

この百人隊長は、ユダヤ人を愛していました。  この百人隊長のユダヤ人に対する愛
は、2週間前に6章のところで取り上げた、「神に愛されているように私たちも愛さ
なければならない」という話をした「愛」の種類です。  

それは「アガペ」の愛であり、神が独り子イエス・キリストを送って私たちの罪の
罰を受けさせたときに、神が私たちに示した無私の、犠牲的な、無条件の愛のこと
です。  

この百人隊長は、神の民に対する無私の犠牲的な愛を持っていました。  そして、同
じことが私たちにも当てはまるはずです。  人を愛すること、キリストにある兄弟姉
妹を愛すること、隣人を愛すること、さらには敵を愛すること、キリストの愛を
もってすべての人を愛することです。

彼らが、百人隊長の価値を示すと感じて持ち出した2つ目のことは、ユダヤ人のた
めに会堂を建てたことでした。  

会堂とは、人々が集まって神の言葉を読み、祈り、交わりをする場所でした。  そ
れは、現代の教会によく似ています。

この人が建設を手伝ったということは、おそらく地元の会堂の建設プロジェクトに
お金を出して支援したということでしょう。  

彼は自分の資源を使って、地元の礼拝場所の設立と建築を助けたのです。  ここで
も、私たちが同じことをすることがいかに重要であるかを記しています。

私たちは、キリストの体を建て上げ、高めていくことに関わっていくのです。  互い
に仕え合い、自分の賜物や資源を用いて地域の教会の設立に貢献することです。

すぐに分かるように、それは私たちに好意を与えるものではありませんが、私たち



はそうするように求められているのです。

エペソ４章には「そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、
ある人を牧者、教師とされたのです。 こうして、聖なる者たちは奉仕の業に適した
者とされ、キリストの体を造り上げてゆき、 ついには、わたしたちは皆、神の子に
対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満
ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。 こうして、わたしたちは、もはや未
熟な者ではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の、風のように変わり
やすい教えに、もてあそばれたり、引き回されたりすることなく、 むしろ、愛に根
ざして真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長していきま
す。 キリストにより、体全体は、あらゆる節々が補い合うことによってしっかり組
み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、
自ら愛によって造り上げられてゆくのです。」と書いてあります。(エペソ4:11-16)

神は、私たちが地元の会衆を作り上げるために重要な役割を果たすことを望んでお
られます。  ですから、参加してみましょう。  

このローマの百人隊長の軍人について、他にどのような特徴があるのか、今日のと
ころの6節と7節を見てみましょう。

ルカの福音書 7:6-7a;

ユダヤ人の長老たちはイエスのところに行き、イエスが百人隊長の家に来て、彼の
しもべに癒しと解放をもたらしてくれることが、彼にとってどれほどふさわしいこ
とか、と訴えた。

イエスは彼らと一緒に行くことに同意し、彼らは百人隊長の家に戻って行きまし
た。  

しかし、彼らが最終目的地（百人隊長の家）に着く前に、百人隊長は別の友人たち
を送り出し、イエスに自分の家に来ることを気にしたり心配したりしないようにと
伝えました。

百人隊長は、ユダヤ人の有名なラビが異邦人の家に入ることが、文化的に「ダメ」
であることをよく知っていたのでしょう。  

ユダヤ教の法律には違反していませんでしたが、文化的にはタブーでした。  ラビ
は、人々に異邦人の家に入ることも含めて、異邦人に完全に近づかないようにと指
示しました。そのようなことをすると、儀式的に清くないものとなり、地元の礼拝
に参加できなくなりました。  

それが彼の考えに影響を与えたかどうかは定かではありません。  

百人隊長がイエスを呼び止め、自分の家に来なくてもいいと言った理由の一つは、
それだけではないと言われています。  それは、ユダヤ人の長老たちが言おうとした
ことと正反対のことが関係していました。



ユダヤ人の長老たちは、「ああ、この人はふさわしい人だ。ユダヤ人を愛してい
て、地元の会堂の建設や設立にも貢献しているのだから、このようなことをしてあ
げるべきだ」と言いました。

しかし、百人隊長のアプローチはそうではありませんでした。  百人隊長は、自分が
ふさわしく、価値のある人間だと主張するのではなく、逆のことを言ったのです。  
彼は、イエスが自分と自分の家に来てくださることは、自分にはふさわしくないと
言いました。  

この百人隊長は、主に照らして自分を正しく正確に見ていました。  自分はふさわ
しくなく、自分のしたことが神の好意に値することはないと理解していたのです。  

彼は、神が自分のところに来てくれるのに値するようなことは何もできないことを
理解していただけでなく、自分の中に神のところに来ることができるような良いも
のは何もないことも知っていました。  彼は、神が自分の家に来ることにふさわし
くなく、また、自分の手柄で神のもとに行くことにもふさわしくないことを理解し
ていたのです。  

この百人隊長は大きな謙虚さを持ち、神の恵みを必要とする基本原則を理解してい
ました。  神の恵みがなければ、私たちは主との関係を回復することができませ
ん。  

私たちは、神が私たちのところに来て、私たちの面前にきてもらうのには何もでき
ませんし、私たち自身で神の臨在に入るに値するようなことは何もできません。  

私たちには神の恵みが必要であり、常に主の前に謙虚でいなければなりません。  

それでは、7節の残りの部分と8節を読んでみましょう。

ルカの福音書7章7b～8節

7節の終わりで、百人隊長は「しかし、一言おっしゃってくだされば、私のしもべは
癒されます」と宣言しています。  そして、8節では、自分も権威の下にある人間で
あり、権威の働きを理解していることを述べています。

このことは、この百人隊長のもう一つの特徴を浮き彫りにしており、彼を際立たせ
ています。  このローマの百人隊長は、イエスの言葉の力と権威を信じていました。

彼は、イエスがただ言葉を発するだけで、彼のしもべが癒されることを知っていま
した。  彼は、イエスが偉大な権威を持つ人であり、イエスの言葉には力があること
を理解していました。

ああ、私たちが神の言葉の豊かさを味わい、見ることができますように。  神の御言
葉の完全な権威を知り、信頼することができますように。

神は私たちに御言葉を残してくださったので、私たちが神の御言葉の権威を知ら
ず、それに従って生きていないことに対する言い訳はありません。

私たちは、イエスを信じ、イエスの言葉を信じる必要があります。  神の御言葉は、



私たちの人生における最終的かつ究極的な権威でなければなりません。  私たちは
聖書的な世界観を持ち、御言葉に沿った信念体系を持つ必要があります。

もし私たちが神の言葉に従わず、自分のやり方で物事を進めるなら、私たちは自分
のやり方、自分のルールを作っていることになります。 神の約束は私たちのやり方
ではなく、神のやり方に基づいています。 神の言葉への権威への信頼に基づいてあ
なた方の生活を築き上げてください。

9節、この百人隊長に対するイエス様の応答を見ながら、考察を進めていきましょ
う。

ルカの福音書7章9節

イエスは、このローマの百人隊長の信仰に驚かれました。 「marveled 驚嘆」

という言葉には、「驚く」「驚愕する」「感嘆する」という意味があります。  

聖書の中で、イエスが驚嘆したと言われているのは2回だけです。  一度は、この箇
所のところで、異邦人であるローマ人士官の信仰と信心に驚きました。

そしてもう一度、イエスが驚嘆されたのは、ご自身の故郷であるナザレの人々の不
信仰に対してでした。  

マルコの福音書6章6節には、「そして、人々の不信仰に驚かれた。」とあります。

イエスが驚嘆したと言われているのは、いずれも信仰や信念に関わることです。  イ
エスは、ローマの百人隊長の信仰に驚嘆し、ナザレの人々の信仰のなさに驚嘆した
のです。

私たちはどうでしょうか？  私たちの信仰に対するイエスの反応はどうでしょうか？  
百人隊長のように良い理由があってのことなのか、それとも私たちの信仰の欠如
で、私たちはイエスを驚嘆させたり、驚かせたり、ひどくびっくりさせるのでしょ
うか。  

この百人隊長は、人間には不可能なことがおできになるイエスを信じていました。  
そして、イエスが一言おっしゃるだけで、その通りになることを知っていました。  

主に対する信仰の素晴らしい例です。  私たちが自分の人生で見習いたいと思う例で
す。

最後に、10節に注目してみましょう。

ルカの福音書7章10節です。

イエスは百人隊長のしもべを癒されました。  癒されたとは、訳すと、元気になっ
たとか、完全に癒されたとかいう意味です。  

マタイの記事では、百人隊長へのメッセージは「あなたが信じたとおりになるよう
に。」だったと書かれています。  そして、彼のしもべはその日のうちに癒された」



とありますが、これは瞬時に考えられることです。

イエスはこの人の大きな信仰に応えて、彼の心の願いをかなえてくださいました。

詩篇37:4には、「主に自らをゆだねよ　主はあなたの心の願いをかなえてくださ
る。」とあります。

百人隊長が主に喜びをみつけ、神の癒しの権威と力に完全な信仰と信頼を置いたと
き、まさにその通りになったのです。  神は現れて彼のしもべを癒し、彼を麻痺した
病気から解放し、再び完全な健康状態に戻してくださいました。

私たちにも同じことが起こると信じています。  私は神の御言葉の約束を信じていま
す。  私たちが主を慕うならば、主は私たちの心の願いをかなえてくださるのです。  

これは、「言葉にしてつかみ取りなさい」タイプのものでも、「宣言して、要求し
なさい」といった類のものでもありません。  

いいですか、私たちが主に喜び、神に大きな嬉しさと楽しみを見出すとき、私たち
の心の願いが私たちのものになることがわかります。  

私たちが利己的なことを望んでいるからではありません、いや、この節はそういう
ことを言っているのではありません。  私たちの喜びは主にあります。  私たちの心
の願いは主のためにあるのです。  そして神は、私たちが主に近づくなら、主も私た
ちに近づいてくださると約束しています。  (ヤコブ4:8a)

神は私たちを祝福したい、私たちと一緒に過ごしたい、私たちと会い、私たちと交
わりたいと思っておられます。  ですから、私たちが主にあって喜ぶとき、主を私た
ちの喜びとすることです。  そして、主はいつも満足させてくださいます。  主はい
つでも私たちに会い、私たちと一緒に時間を過ごすことを望んでおられます。

そして、私たち教会として、礼拝の最後の数分間を、まさにそうするために使いま
す。  主に会い、主と交わり、主との関係を現実のものとするために主がしてくだ
さったことをすべて思い出すために。  

賛美チームとアッシャーがきます。  しかし、彼らがパンとブドウジュースを配り始
める前に、皆さんにとても重要なことをお伝えしたいと思います。

聖餐式は、主と出会うための特別な時間であり、主が私たちのために犠牲になって
くださったこと、そして主がいつか私たちのために戻ってきてくださるという約束
を思い出すためのものです。  

それは、信じる者のためのものです。  ですから、もしあなたが今朝ここにいて、主
を信じていないのであれば、今朝、今ここで、自分の人生を主に委ねるようにお願
いしたいと思います。  主に、あなたの罪を赦し、あなたに会い、あなたを清めてく
ださるようにお願いしてください。イエスと、イエスが十字架上であなたの代わり
のために死んでくださったことを信じることを告白してください。  そして、今日、
主との関係を深めることを約束してください。  



もしあなたが今朝ここにいて、その決断をしたいと思っているなら、今この瞬間に
あなたのために祈りたいと思います。  もしあなたがそうであれば、私に見えるよう
に手を高く上げていただき、主に人生を委ねることを一緒に祈りたいと思います。  
今朝、そのようにしたい方はいらっしゃいますか？  周りの人がどう言うか、どう
思うかは気にしないでください。  これは彼らのためではなく、あなたが主と正し
い関係を築くためのものなのです。  

手を挙げてくれる人のために祈りましょう。

もしあなたがここにいて、そのような決断をする準備ができていないのであれば、
考え直してほしいと思います。なぜなら、あなたにはいつまた主と正しく向き合う
機会があるかわからないからです。

しかし、聖餐式については、今朝、信者でない方は、パンとカップを分け合うとき
には、遠慮していただきたいと思います。

聖餐式に参加することは、私たちが主イエスと行動をともにする一つの方法です。  
信じられていない方は、ふさわしくない方法でパンとカップを受け取り、自分自身
に裁きを受ける危険性がありますので、今はパスしてください。  本来ならば、主に
人生を捧げて一緒に食べていただきたいのですが、知らず知らずのうちに裁きを受
けてしまうようなことは避けたいと思います。  

残った方には、私たちがパンとブドウジュース配りますので、主の導きにしたがっ
て、皆さんもぜひ召し上がってください。  ニック牧師と賛美チームが、私たちを賛
美の時へと導きます。  主と一緒に時間を過ごし、祈り、主に自分の心を探ってもら
い、主が自分にしてくださったことを思い出す時間を持ちます。

思い出すために、主の晩餐の制定に関して、パウロがコリントの教会に書いた文章
を読んでみましょう。  

パウロは次のように書いています。

「わたしがあなたがたに伝えたことは、わたし自身、主から受けたものです。すな
わち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、 感謝の祈りをささげてそれを裂
き、『これは、あなたがたのためのわたしの体である。わたしの記念としてこのよ
うに行いなさい』と言われました。 また、食事の後で、杯も同じようにして、『こ
の杯は、わたしの血によって立てられる新しい契約である。飲む度に、わたしの記
念としてこのように行いなさい』と言われました。 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。」(1コリント11:23-26)

これから数分間、主と交わり、主に祈り、主を待ち望み、主を賛美し、主を讃えま
しょう。  主に祈り、主を待ち望み、主を礼拝し、主を賛美しましょう。そして、主
に導かれるままに、自分で聖餐にあずかってください。  

最後に、まだ聖餐にあずかってない方は、ニックが参加するように指示し、最後に



ワーシップソングを歌って礼拝を終えます。


