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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。 

新しくこられた人、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。 

続ける前に、小学生の子供たちを日曜学校のクラスへ送り出しましょう。 

今朝はルカの福音書を一節ずつ学んでいきます。  聖書をお持ちの方は、ルカによる福音書7

章を開いてください。   

過去数週間、７章を学んできました。今朝は、「感謝する債務者」と題したメッセージで、36

節から50節までをカバーして７章を終えたいと思います。     

さて、ここにはデイブ・ラムジー信者や、もしかしたらFPUの卒業生がいると思いますが、皆

さんは、あの恐ろしい4文字の言葉について教えられたことがあると思います。私たちの友人

や家族の多くに締め技をかけてくるあの怪物。 「 debt: 借金」という恐ろしい言葉です。   

注：「４文字の言葉」 debt 借金という単語が４文字なので 

Dave Ramsey 個人金融パーソナリティ、ラジオ番組のホスト、作家、およびビジネスマン 

日本で言うファイナンシャルアドバイザー。節約アドバイザー、カリスマFP的な人。クリスチャン

でもある。 

FPU graduates ：Financial Peace Universityの卒業生 デイブ・ラムジーが主催するお金の扱い方の講

座の卒業生。貯金の仕方や、借金の返済方法、お金の賢い使い方などを学べる講座を終えた人。 

Dave Ramseyは、その恐ろしい4文字の言葉について話すとき、ストレートでシンプルな表現

を好みます：それを「dumb 馬鹿」だと言う。  「借金は馬鹿だ。」  

そして、皆さんの多くは、デイブから、借金を返すために可能なことは何でもしなさいと教え

られてきました。  そして、デイブは金融取引に関して多くの知恵を持っており、借金は何と

しても避けるべきであるものであるということに関しては、私は彼に同意しています。   

箴言22：7には、「金持ちが貧乏な者を支配する。借りる者は貸す者の奴隷となる。」と書い

てあります。 

ですから、私たちは借金でがんじがらめになりたくありません。  私たちは、貸し手の下僕に

なりたくはないのです。 

皆さんの中には、人生の早い段階で、財政的責任について学び借金を避けることができた人も

いるでしょう。  それは素晴らしい成果です。ほとんどの人は、程度に差はあれ、借金の苦悩

や痛みを感じた後で、初めて学ぶ教訓です。   

しかし、私たちは皆、ある霊的な真理を受け入れなければなりません。  私たちは皆、一度は

霊的に、借金に埋もれてしまったのです。  私たちは破産しました。  私たちは、乗り越えら

れない、私たちが切り抜けることができない負債を抱えていました。  決して支払うことので

きないものでした。 

私たちは罪の中に生まれ、罪の重荷の下に生まれ、罪の束縛の中に置かれ、この世と肉体の奴

隷となり、この重荷から逃れ、抜け出す希望がありませんでした。  私たちは一生借金を背負

わされ、何の希望もない状態でした。   

私がはまっているこの多額の負債から抜け出すために私たちにできることは何もなく、どんな

に良いことや素敵なことをしようとも、この負債の支配を軽くすることはできないのです。   

私たちの唯一の望みは、誰かがやってきて、私たちの代わりに借金を支払ってくれることでし



た。  そして、それこそが、イエス・キリストがなさったことなのです。  イエス・キリスト

は、私たちが自分では決して支払うことのできない負債を支払ってくださったのです。  イエ

ス・キリストは、世の中の罪の代価として、進んでご自分の命を捨てられました。   

罪の罰はすべて彼の上に置かれ、神の怒りは彼の上に注がれました。  そして、イエスが私た

ちの負債を支払ってくれたからこそ、私たちはその霊的負債から解放される機会を与えられた

のです。   

今日の箇所では、イエス・キリストによってのみ得られる神の驚くべき恵みと罪の赦しを経験

した、ある債務者について読みます。   

この箇所を読み進めるにつれて、この感謝する債務者の行動と態度を、他の人、とても信仰深

い人、赦しを求める必要性、そして自分が陥っている負債から解き放たれる必要性を見出せな

かった人とともに注目していきたいと思います。   

では、今朝の箇所を読み進めて、主が私たちのために用意してくださっていることを見ていき

ましょう。  

皆さん、神と御言葉に敬意を表してお立ちください。  これから今日の箇所を全部読んで、神

の導きと案内を祈り求めます。  ルカは、7章36節でイエスの生涯の整然とした説明を次のよ

うに続けています。 

ルカによる福音書7章36節； 

この記述は、イエスがあるパリサイ人から受けた招待の描写から始まります。その人は後にシ

モンであることがわかります。 

シモンがなぜイエスを夕食に招待したのか、その理由は具体的に語られていません。  しか

し、この記事の文脈と展開から、シモンは、必ずしもイエスを名誉ある客とは考えていなかっ

たと思われます。 

おそらく、彼はイエスに興味があったのでしょう。  イエスについていろいろと聞いて、どん

な人なのか自分の目で確かめたかったので、より近くで見たくて彼を夕食に招待したのでしょ

う。 

もしかしたら、彼はイエスが何を知っているか試したかったのかもしれませんし、律法に関す

る事柄についてイエスを問いただしたかったのかもしれません。パリサイ人であるシモンは、

律法を心得ており、律法を細部まで守っていることを誇りにしていました。  おそらく彼は、

旅をしているラビであるイエスが、本当に自分が知っていることを知っているのかどうか、試

してみたかったのでしょう。 

おそらくシモンは、人の喝采や注目を浴びることを妬み、イエスを自分の家に招いて特別な夕

食をすれば、自分の地位が上がると考えていたのでしょう。 

特にこの時代のイエスの人気を考えると、なおさらだったと思います。 

そして、シモンが主のものに対する純粋な霊的関心と飢えを持っていた可能性もありました

が、その可能性は低いと思われます。   

シモンの動機が何であったかを確実に言うことはできませんが、今日の箇所で見るように、シ

モンがイエスに対して少し懐疑的であったという考えを裏付けるものであると私は信じていま

す。    

もちろん、イエスはシモンの動機が何であれ知っていたと思いますが、それでもシモンから招

待を受けて彼の家に来ることをやめませんでした。 

先週の箇所で、イエスが宗教界のエリートたちから、イエスは大食漢で、取税人や罪人と飲み



食いしていると非難されたことに触れているのは興味深いことです。   

しかし、ここでは、イエスがパリサイ人の家に来て入っていく姿が描かれています。  パリサ

イ人とは、当時の宗教指導者でした。  彼らは律法と主に非常に熱心であると見られていまし

た。   

もちろん、彼らの多くは非常に律法主義的で、多くの場合偽善者であったことを知っていま

す。  それでも、彼らのコミュニティでは、宗教的指導者として尊敬を集めていました。 

イエスは、パリサイ人や宗教的エリートだけでなく、取税人や罪人とも一緒に食事をすること

に違和感を覚えなかったというのは、注目に値する点です。   

なぜそうすることができたのでしょうか。  それは、イエスの全体的な使命と関係があると思

います。  ルカによる福音書全体の主要な節は、ルカ19:10にあり、それには「人の子は、失わ

れたものを捜して救うために来たのである。」とあります。 

イエスは、罪の中に囚われている人々を探し出し、救うために来られたのです。  罪に縛られ

ている人、罪を負わされている人を解放するために来られたのです。     

それは、取税人や罪人やパリサイ人とでさえも、一緒に食事をすることを意味します。  ロー

マ3:23によれば、人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているからです。 

ローマ3:9によれ、すべての人は罪の下にあります。   

コヘレトの言葉（伝道者の書）には、「善のみ行って罪を犯さないような人間はこの地上には

いない。」とあります。(コヘレトの言葉【伝道者の書】7:20) 

イエスは、どんな罪人の家にも福音を伝えるため、また、彼らがイエスを信じ、罪から悔い改

めて、神の恵みと赦しを受けるように喜んで行かれました。   

イエスは、徴税人、罪人、パリサイ人など、すべての人が救われることを望んでおられまし

た。  彼らは皆、救いを必要としていたので、イエスは彼らみんなと会うことを受け入れてい

たのです。   

ですので、イエスはシモンの家に行き、シモンと一緒に食事をするまでの様子をみてみましょ

う。  37節から39節を読んでみましょう。 

ルカ7章37節から39節 

この箇所では、この地域では有名な罪深い女性が紹介されています。   

彼女が何をしたのか具体的には語られていませんが、多くの人が彼女を「売春婦」と描いてい

ます。しかし、そう断言できるわけではありません。   

この女性は、イエスがパリサイ人シモンの食卓に座って食事をしていると聞いて、シモンの家

に行って、イエスの話を見聞きしようと心に決めました。   

また、彼女は香油の入った石膏の壺を持ってきたことから、機会があればそれを使ってイエス

に油を塗るつもりだったことがわかります。 

さて、私たちはこの記述を読んで、このような女性が、客を招いている他人の家に勝手に入っ

てくるのはおかしい、あるいは奇妙だと思うかもしれません。   

私たちは、この出来事の文化的意義がわかりません。  私たちにとって、誰かが家に押し掛け

たとしたら、特に来客中であれば、怖くはないにしても、多少無作法とみなすでしょう。 

しかし、当時は、だれかがラビを食事に招待したら、ラビが話すことを聞くために、家の中に

座れるようにと、他の人もオープンに招待することがよくありました。   

招待された人だけがテーブルにつき、実際に食事をするのですが、他の人が来てラビの会話や

教えを聞くことができるように、家の中はある程度オープンにしておくことが期待されまし



た。 

ですから、これは、誰かが自分の家に知らせてもないし、招いてもいないのに無断で入ってき

て、夕食の会話を観察したり聞いたりすることは、ある程度普通のことだったのでしょう。 

また、マタイによる福音書の記述によると、この出来事は他の出来事との関連で、このタイミ

ングについて疑問に思うことがあります。 

マタイの福音書では、イエスがバプテスマのヨハネについて語った後、パリサイ人シモンに夕

食に招かれるまでの間にあることが起こったと書かれているからです。 

マタイ書では、イエスがバプテスマのヨハネについて人々に語った後、コラジン、ベツサイ

ダ、カペナウムのような場所でイエスが拒絶されたことを語ったと伝えているのです。  イエ

スは、これらの町の人々が、イエスを受け入れなかったことに対して災いを宣告されました。 

そして、マタイ11章には、イエスが次のように言われたと書かれています。「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。 わたしは柔和で謙遜な者

だから、わたしの軛（くびき）を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安ら

ぎを得られる。 わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである」(マタイ11:28-30) 

この女性は、イエスの招きを聞いて、そのために来たのかもしれません。  もしかしたら、彼

女は、自身を疲れた者、重荷を負う者、休息を必要とする者であると認識したのかもしれませ

ん。  もしかしたら、彼女はイエスが言われた休息を得て、イエスから学び、イエスとくびき

を負うことを望んでイエスのところに来たのかもしれません。 

この女性がどのようにしてイエスのことを知ったのか、また彼女が来ようと思った最初のきっ

かけは何だったのか、私たちはわかりません。しかし、彼女が来て、イエスを敬う準備をし

て、とても感謝した心で、愛に満ちた心で来たことは知っています。    

この女は中に入ると、イエスの足元に向かいました。 

ここで思い出していただきたいのは、人々は通常、私たちが食事をするときのようにテーブに

ついて椅子に座ることはなかったということです。   

この女性は、イエスやシモンたちが食事をしようとしているときに、イエスの足元のテーブル

の下に入ろうとしている姿を想像してはいけません。 

当時の人々は普通、地べたに座って食事をしていました。おそらくもたれるためのちょっとし

たクッションや枕みたいなのがあったかもしれませんが、一般的な食事の姿勢は、実際、地

面、たいていは敷物やカーペットの上に座り、足を後ろに引いて、左肘をついてもたれかかる

ようにします。   

参照： 



 
 

 

 

私たちが普段行っている食事風景とはまったく異なる方法ですが、世界の一部では現在でもそ

ういう食べ方をしています。 

 

そこで、この女性は、イエスが食卓にもたれかかっている場所を見つけ、イエスの足元の後ろ

に、直接回り込んだのです。  そして、彼女は泣いていたと言われています。  そして、彼女

はイエスの足元で泣きながら、その涙がイエスの足元に落ちてきたのです。   

そこで彼女は身をかがめ、その涙でイエスの足を洗い、頭の毛で拭きはじめました。   

しかし、それだけではありませんでした。  彼女はそれからイエスの足に口づけをし始め、そ

れから香油の入った石膏の壺を取り、それを使ってイエスの足に油を注いだのです。   

さて、聖書には、イエスが女性から油を注がれたことが何度か書かれています。  しかし、そ

れらの出来事とこの出来事とを混同しないでほしいのです。   

ヨハネによる福音書12章には、過越祭の6日前にベタニアでラザロとマルタの姉妹マリアが行

った油注ぎのことが書かれています。  彼女も自分の髪の毛でイエスの足を拭き、ナルドの油

を塗ったのです。 

また、マタイとマルコの福音書では、過越祭の二日前に、別のシモンの家で起こったおそらく

別の出来事も記されています。  こちらの女性は名前は書かれておらず、イエスの足ではな

く、頭に油を塗ったと言われています。   

これらの出来事は非常によく似ていますが、異なる時期に、異なる場所で、異なる女性によっ

て起こった出来事でした。   

しかし、この特定の出来事については、他の出来事から少し学ぶことができます。  他の時で

は、使用されたオイルはいずれも同じ種類の油だったと言われています。  石膏の壺に入った

高価なナルド油です。 

この種の油は300デナリ以上の値段で売られていたことが記されています。  (マルコ14：5）



（1デナリは労働者の一日分の賃金に相当する）。 

週6日労働であったことを考えると、300デナリ以上の価値があるものは、約1年分の賃金に相

当することになります。   

これは非常に高価で値段の張る香水でした。  当時の女性は、これを持参金として、結婚の日

にチェーンで首から下げてもっていくことが多かったという説が多いです。  つまり、これは

特別で高価な油でした。 

パリサイ人のシモンは、このような様子を見て、自分に言い聞かせるように言いました。これ

は声に出して言ったのではなく、彼が心の中で思っていたことです。「この人がもし預言者な

ら、自分に触れている女が誰で、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに」 

シモンはこの女性が誰であるかを知っていました。  そして、彼女が罪人であることも知って

いたのです。   

そして、敬虔なユダヤ人であり、パリサイ人である彼は、そのような人物と関わりを持つこと

はできませんでした。  パリサイ人は、汚れたもの、あるいは汚れた誰とも接触しないように

細心の注意を払っていました。 

もしパリサイ人が汚れた罪人に触れたなら、その人は儀式的に汚れた者となり、神殿で礼拝す

ることができなくなります。  彼らは、神殿で主に捧げ物をするために、儀式的な清めとあら

ゆる余分な仕事をしなければならなかったので、罪人や自分を汚すようなものを避けました。   

さて、ここでの英語の表現は、原語のギリシャ語で描かれているほど説明的ではありません。  

パリサイ人シモンの発言は、second-class conditional sentence 第二種条件文です。  この条

件文の形式は「事実に反する状態」として語られています。  この条件文の形式は、シモンが

イエスを預言者だとは信じていなかったことを示しています。 

これはギリシャ語独特の構文で、私たちの英語では「もしこの人が預言者であったなら、実際

はそうではないが、自分に触れているこの女性が誰でどんな人なのか知っているはずだが、彼

は知らない」と理解するのがよいでしょう。 

" 

先に述べたように、シモンがイエスをここに招いた意図や動機が、彼の発言に少し見えてくる

ような気がします。  シモンは、イエスが本当に預言者であるかどうか、イエスが本当にイエ

ス自身の言うとおりの人物であるかどうかを確かめようとしたのだと思われます。   

そして、シモンの考えでは、イエスは預言者ではなく、イエス自身が主張するような人物でも

なさそうだ。したがって、シモンは、あたかもこのイエスについて自分の答えを得たように感

じています。   

しかし、今日の箇所を読んで、イエスがシモンのイエス自身に対する思いにどのように応答さ

れたかを見てみましょう。  40-43節を読んでみましょう。 

ルカ7章40～43節 

イエスはまず、シモンに向かって「言いたいことがある」と言われました。   

さて、ここでちょっと時間をとって、ある点を指摘したいと思います。  イエスは、シモンに

何かを話したいという思いで、何かをシモンに教えようと、シモンの家に来られました。   

イエスはシモンに言われました。「あなたに言いたいことがある」と言われると、シモンは、

「先生、おっしゃってください」と答えました。  

私たちが主と会う時間を設けるとき、その都度、主は私たちにおっしゃりたいことがあるのだ

と思います。   



日曜日の朝、礼拝のために集まるたびに、水曜日の夜の礼拝に集まるたびに、私は心から、イ

エスが私たちに本質的に同じことを言っておられると信じています。  「教会のみなさん、私

はあなた方に言いたいことがある」と。 

そして私たちはどう答えるのでしょうか？  パリサイ人のシモンのように、「先生、言ってく

ださい」と言うのでしょうか？  私たちは、イエスが言わなければならないことを聞きたいと

思うでしょうか。  イエスが話してくださることを期待して来ているでしょうか？ 

しかし聞いてください、私はこれが公同の礼拝に集まったときだけ当てはまるとは思いませ

ん。  神の御言葉を開くとき、その都度、その都度、イエスは私たちに言いたいことがあるの

だと思います。   

毎日、神の御言葉を開いて読むとき、イエスは「○○さん、あなたに言いたいことがありま

す 」と言っているのだと思うのです。  神は常に私たちに語りかけたいと願っておられると思

います。  問題は、神が私たちに話したいかどうかではなく、私たちが神から話を聞きたいと

いう願望を持っているかどうかということです。  私たちは、神が私たちに語りかけてくれる

ことを期待して神のもとに来ているのでしょうか？  私たちに何かを語りかけることを期待し

ているでしょうか？ 

教会の家族の皆さん、私たちはそうであってほしいと思います。  私たちが神の御言葉を開く

たびに、神が私たちに何かを語ろうと望んでおられることを信じ、耳を傾け、期待する心を持

ち、神が私たちに語ろうとしておられることを受け入れる準備ができているオープンマインド

で、私たちが挑むことを願っています。   

本文に戻ります。  イエスはシモンに伝えたいことがあり、それを、たとえ話を通して伝えて

います。  イエスは、同じ金貸しから借金をした二人の債務者について、たとえ話をされまし

た。   

一人の債務者は500デナリを借りていました。  既に述べましたが、1デナリは約1日分の賃金

に相当します。 だから、500デナリは1年半分以上の賃金に相当することになります。   

もう一人の債務者は50デナリの負債を負っていました。  約2ヶ月分の賃金に相当します。   

さて、ここで一応、現在の現代の仮定を提示しておきます。  グーグルで検索してみると、軍

人の平均給与は、下士官、将校、ボーナスを全部平均すると、年間6万2千ドル程らしいです。   

つまり、500デナリ分の借金をした人は、だいたい10万ドルくらいの借金をすることになりま

す。   

50デナリ分の借金をした人は、だいたい1万ドルくらいの借金をしたことになります。   

つまり、一方は10万ドルの借金をし、もう一方は1万ドルの借金をしたことになります。 

債務者はどちらも借金を返すものを持っていなかったので、貸し手は2人をおしげなく許しま

した。   

この「おしげなく赦す」という言葉は、ギリシャ語で「恵み」と訳される「charis カリス」と

いう語源を共有する一つの言葉です。 

貸し手はこの二人の債務者に恵みを与え、二人の債務を赦したのです。   

そしてイエスはシモンにこう質問しました。「二人のうちどちらがこの人をより愛するだろう

か？」どちらの債務者が、自分たちに示された恵みによって、貸し主をより愛するでしょう

か？ 

43節で、シモンはこう答えました。「帳消しにしてもらった額の多い方だと思います」  それ

に対してイエスは、「そのとおりだ」と答えられました。 



このたとえ話の真理は、非常にわかりやすいです。  イエスはそれを理解するのを難しくしま

せんでした。  より大きな負債を抱えた人が、自分に与えられた恵みに対して、より多くの感

謝、愛を示すべき人であることは一目瞭然です。   

つまり、その人の立場になって考えてみてください。  ある人がクレジットカードで10万ドル

の借金をし、同じクレジットカードを持つ別の人が1万ドルの借金をしたとします。  クレジ

ットカード会社はその二人に猶予を与えることにして、「心配しないで、あなたの借金はチャ

ラになったから、何も支払う必要はない」と言ったとします。 

まず最初に、そんなことは絶対にありえないので、試さないでくださいね。   

しかし、よく考えてみてください。  そのカード会社に対して、どちらがより感謝し、より喜

び、より安心し、より感謝し、より愛を示すでしょうか。  どちらも嬉しいし、感謝するはず

ですが、より大きな借金を免除された方が、より大きな影響を受けることが予想されますよ

ね。 

10倍赦された者は、10倍のありがたさ、10倍の愛情、10倍の感謝に与えられて恵みに感じるは

ずです。 

さて、このたとえ話はどう生かせるでしょうか。  イエスは44節から48節でそのことに触れて

います。  読んでみましょう。 

ルカによる福音書7章44～48節 

シモンにそのたとえを、正しく理解させた後、イエスはシモンにそれをどう生かせるか考えさ

せ、イエスは女の方を向いてシモンに言われた。「この女を見ないか。」 

これがシモンへの最初の問題でした。  シモンはこの女性を見ませんでした。この女性の感

情、この女性の傷、この女性の痛み、この女性の必要、この女性の人生を見ようとはしません

でした。  彼が見たのは、罪人ということだけだったのです。   

シモンは、彼女の価値を見いだせませんでした。  彼にとって、彼女は何の価値もなく、罪人

に過ぎなかったのです。  しかし、イエスはシモンに彼女を見て、彼女に注目し、時間をかけ

て彼女と彼女の行動を観察するように望まれました。  イエスは、この女性を用いて、感謝す

ること、私たちの愛を表現することについてのとても大切な真理をシモンに教えようとされた

のです。 

イエスは、この女性の行動とシモンが何もしなかったことを対比して説明します。 

シモンはイエスの足に水をかけませんでしたが、この女性は涙でイエスの足を洗い、自分の髪

で拭いています。 

その当時、人々はあちこちを歩き回ることが多く、サンダルを履いていることが多かったので

す。  そのため、人々の足はあちこちを移動するうちに非常に汚れ、土や埃にまみれました。 

そのため、足を洗うための水が入った容器を用意する習慣がありました。  しかし、シモンは

イエスの足を洗うことをしませんでした。これは非常に失礼なことで、文化的にもタブーとさ

れていることです。   

シモンは、当時の典型的な挨拶の仕方の一つであった口づけをイエスにしませんでした。  し

かし、この女性はイエスの足に口づけするのをやめませんでした。   

当時も今も、頬にキスをして挨拶するのが文化的基準の一つになっています。  中近東に行け

ば、今でも友人や来客にもこのような挨拶をするのを見ることができます。   

シモンはイエスの頭に油を塗りませんでしたが、女はイエスの足にただの油ではなく、高価な

香油を塗りました。   



さて、これは誰に対しても、行うことではありません。  しかし、特別な名誉ある来客には行

うことでした。 

詩篇23篇では、民の羊飼いとしての神の恩寵に言及する際に、この習慣が書かれています。  

ダビデは言います。「わたしを苦しめる者を前にしてもあなたはわたしに食卓を整えてくださ

る。わたしの頭に香油を注ぎわたしの杯を溢れさせてくださる。」(詩篇23:5) 

シモンはイエスを尊い客人として認識していなかったことが彼の行動から分かります。ですか

ら、彼がイエスの頭に油を塗らなかったのも不思議ではありません。  彼はイエスを特別な存

在とは思っていなかったのです。 

そして、イエスはこの問題の結論に至ります。  この女性の罪は多いが、多く愛を示したので

赦された。  しかし、少ししか赦されない者は、少ししか愛していないのと同じことなので

す。 

この女性の罪は、彼女が愛したから赦されたのではありません。  彼女は自分の罪が赦された

から、愛したのです。   

イエスは、この女性に「あなたの罪は赦された」と言われたのです。  そして、50節に目を移

すと、彼女を救ったのは彼女の信仰であったことがわかります。  この女性は信仰によって行

動したのです。  そして、イエスへの感謝と愛を様々な形で示しました。 

ここで、この女性の行動に注目し、それがどのように彼女の主への愛を示したかを説明したい

と思います。 

まず、彼女はイエスのもとにやってきました。イエスの御前に来ました。  彼女はイエスがシ

モンの家に来ると聞いた時、そこに行ってイエスに会いたいという気持ちで、自分の愛を示し

ました。   

彼女は、イエスに会いたい、イエスの御前に出たいと願って来たのです。  これは、偶然の出

会いではありません。  そうではなく、彼女は心の中で意図して、主との出会いを求めて来た

のです。 

彼女の主への愛は、主と会いたいという願望に表れています。  ただ、主の臨在の中にいたい

と思ったのです。   

詩篇の著者は、「あなたの神殿で過ごす一日は、ほかで過ごす千日よりもすばらしいのです。 

悪の宮殿に住むよりは、神の家の門番になりたいと思います。」(詩編84:10; JCB) 

★新共同訳では84：11にこの訳が出てきます。 

私たちはそのように考えていますか。  主と共に過ごす一日は、他のどこかで過ごす1000日よ

りも良いと思うでしょうか？  それが私たちの本心でしょうか。  私たちは、他の場所で1000

日過ごすよりも、神と一緒に1日過ごす方がいいと思っていますか？ 

私たちの主への愛が、ただ主とともにいたい、主と会いたいという願いに表れていますよう

に。 

二つ目に、私たちは彼女の傷の中に彼女の愛を見ます。  彼女は打ちひしがれて、泣きながら

主のもとにやってきました。 

38節で使われている「泣く」という言葉は、強い動詞です。 それは泣きわめき、嘆き悲しむ

という意味です。 涙を流すだけでなく、外面的に悲しみを表現することを意味します。   

この女性は打ちひしがれ、愕然としていました。  彼女は自分の罪深さを知り、理解していま

した。  そして、自分にはどうすることもできないことも知っていました。彼女は、イエスに

自分のために何かをしていただく必要があることも知っていました。  そして、彼女は彼の前



に打ちひしがれて来たのです。 

詩篇の著者は、再び宣言します。「あなたがお望みなのは、悔い改めて、くずおれたたましい

です。ああ神よ。罪を深く後悔して砕かれた心にこそ、あなたは目を留めてくださるので

す。」(詩篇51:17 JCB) 

★新共同訳では51：19にこの訳が出てきます。 

 

真摯な気持ちで質問させてください。 

「最後にあなたがたが主の前に愛と崇敬の念を持ち、打ちひしがれて出ていったのはいつです

しょうか」 

私たちがこの場所に集まるのは、主に会うため、主を礼拝するためであることはご存知の通り

です。  しかし、私たちが主を礼拝し、主への愛を示すために教会に来るとき、多くの場合、

私たちは打ちひしがれた心を隠そうとしているのではと危惧しています。  私たちは、教会に

来ることで、自分たちがすべてを持っているように見せようとします。  他の人が自分のこと

をどう思うか、どう言われるかを恐れて、自分の打ちひしがれている状況を許さないのです。   

この場所は、割れ目やシワを晒せる場所であるべきなのです。  私たちは皆、自分が完璧でな

いことを知っています。  私たちは皆、ひどい状態なのです。  なぜそれを隠そうとするので

しょうか。 打ち砕かれた状態で 主の前に行き、砕かれ、悔い改める心を持って、主に愛を伝

えなさい。 神はそのような者を軽んじられません。 

３つ目に、彼女の愛は、彼女の継続的な献身の中に示されていることがわかります。  イエス

はこの女性について、「イエスがその場所に入られた時から、彼女は彼の足に口づけするのを

やめなかった」と言われました。 

この女性の愛は、彼女の絶え間ない、継続的な愛情のしるしを通して示されたのです。  彼女

は一度だけ彼の足に口づけして終わりというのではありません。  一回口づけして終わりとい

うのではなく、絶えず足に口づけをし続けたのです。 

彼女は主との一時的な交流だけでは満足しなかったのです。  彼女の足への口づけは、主に対

する親密さと献身の度合いを示しているのです。  彼女は主に会いに来たのであって、ただ自

分の務めを果たして、次に行こうとしていたのではありません。   

主との出会いは、彼女にとって単なるチェックボックスに印をつけるためではなかったので

す。  それは、彼女がどんな形であれ、主への愛を示す時だったのです。   

ここで、私たちも自分の心を確認しなければならないと思います。  私たちが主と会うとき、

それは愛の行為なのでしょうか。  主への献身と愛情の表れでしょうか、それとも単にチェッ

クボックスに印を入れるためですか。  「今日は教会に行ったよ。自分の役割を果たしたよ。

献金をしたよ」 

それが私たちの本心でありませんように。  主に対する私たちの心、主に対する私たちの愛

が、主と共にいたい、主を愛したい、主との親密さの中で成長したいという継続的な献身と願

望の中で示されますように。 

４つ目に、彼女の愛は高価であり、それは彼女の犠牲において示されたことがわかります。  

彼女が来て、高価な香油をイエスの足に注いだとき、それは彼女の愛と、彼女が主への愛に置

いていた価値を示すものでした。 

彼女の主への愛は、彼女がイエスの足に注いだ高価な油の価値よりもはるかに価値があったの

です。   



第一歴代誌の21章で、ダビデがエブス人オルナンの脱穀場に来たときのことが書かれているの

を思い出します。   

ダビデは民衆を数え、主はダビデに不愉快な思いをされました。  そして、主はその地に疫病

を送り出されました。  預言者ガドはダビデのもとに来て、エブス人オルナンの脱穀場に祭壇

を築かなければならないと告げました。 

ダビデはオルナンの脱穀場に行きました。オルナンはダビデに会って出て来て、顔を地につけ

てダビデの前にひれ伏しました。  ダビデはそのとき、主のために祭壇を築き、民から疫病を

取り除くために、その脱穀場を買い取らせてもらえるよう頼みました。 

1 歴代誌 21:23 オルナンは答えました。「お受け取りください。主君、王の目に良いと映る

ままに行ってください。御覧ください。焼き尽くす献げ物のための牛も、薪にする打穀機も、

穀物の献げ物のための麦も、わたしは差し上げます。すべて差し上げます。」と言いました。 

オルナンのダビデに対する返事は、「全部タダで差し上げます」でした。  土地も差し上げま

す。いけにえの肉も、祭壇に備える木も、穀物の捧げ物のための穀物も用意します。すべてた

だで差し上げます。それはあなたのものです。 

これはかなり良い取引だと思うかもしれません。  しかし、ダビデは違っていました。  ダビ

デはオルナンに答えました。「いや、わたしは代価を十分支払って買い取らなければならな

い。あなたのものを主にささげることはできない。無償で得た焼き尽くす献げ物をささげるこ

とはできない。」(21:24) 

ダビデは、自分に何の代償もないものを主に捧げようとはしませんでした。  ダビデは自分の

犠牲が価値のあるものであることを確認することによって、主への愛と献身を示しました。   

この女性にも同じことが見られます。  彼女は、価値のあるものを主に犠牲として捧げること

で、自分の愛を示しました。  私たちの神への愛は、神への犠牲の中で示されるべきなので

す。 

5つ目で最後に、彼女の愛は、赦された自分の罪に対する感謝の表れであったことがわかりま

す。  イエスは、「彼女は多く赦されたので、多く愛した」と言われました。   

そして、そのことが、シモンとこの女性の間に差を生み出したのです。  シモンは自分が赦さ

れる必要があることに気づきませんでした。  自分の債務を支払ってもらう必要性を感じなか

ったのです。  彼は、自分の帳簿には何もないと思っていました。  自分には借金がないと思

っていたのです。  彼は自分の罪の大きさに気づきませんでした。 

この女性は、自分の罪の大きさを知っていて理解していました。  彼女は、自分だけでは絶望

的なので、赦しを求め、イエスに何かをしてもらう必要があることを知っていました。   

自分の堕落具合を理解し、カルバリの十字架上で自分のために支払われた信じがたい負債を理

解した者こそが、必然的に感謝の念をもって神への愛を示すことになるのです。 

 

シモンは、この女性と、神の御前に彼女が打ちひしがれていることに対して、盲目であっただ

けでなく、自分にも同じような心が必要であることに気づかなかったのです。  そして、その

ような者として、彼は主を愛していなかったのです。   

兄弟姉妹の皆さん、あなた方が赦された借金の大きさを理解してください。  イエス・キリス

トはあなた方の罪の一つ一つをために罰を受けてくださりました。  神の怒りをすべてその身

に受けてくださったのです。  あなたが決して逃れることのできない負債を赦されるために、

その代価を払ってくださったのです。   



彼は、あなたと私のために、その代価を完全に支払ってくれたのです。  私たちは失われ、絶

望し、神とその愛から切り離され、地獄で永遠に過ごす運命にありました。 

しかし、神は私たちに対する愛を示されました。「わたしたちがまだ罪人であったとき、キリ

ストがわたしたちのために死んでくださった」(ローマ5:8) 

そして、私たちがその神の愛の証しに応答し、恵みによって信仰を通して負債の赦しを受ける

と、私たちの自然な反応、期待される反応は、神が私たちを愛してくださったように、私たち

も神を愛するようになることなのです。 

それでは、49-50節を読んで、今日の箇所を終えましょう。 

ルカ7章49-50節 

イエスと一緒に食卓を囲んでいた人々、おそらくシモンやその他の招待客、おそらく他のパリ

サイ人や他の宗教指導者たちは、「罪まで赦すこの人は、いったい何者だろう 」と言い始め

た。 

パリサイ人たちは律法を知っていて、神だけが罪を赦すことができると知っていたのです。  

イエスが「あなたがたの罪は赦された」と言われたのは、大変な発言だったのです。 

パリサイ人たちは、なぜこのイエスという人がそのようなことを言うのだろうと不思議に思い

ました。  そして、彼らは最も明白な答えを見落としたのです。  イエスは肉体を持った神だ

から、このように言うことができたのです。   

私たちの罪を赦すことができるのは、本当に神だけなのです。  なぜなら、私たちの罪は神に

対するものだからです。   

「私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、この恐ろしいことをしてしまいました。」（詩篇

51:4a JCB）と言ったのはダビデでした。 

この女性のように罪が赦され、神との平安を得る唯一の方法は、イエスのもとに来て、イエス

の人生、死、復活を信じることによって得られるイエスの恵みの贈り物、罪の赦しを受けるこ

とです。   

聖書には、「口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させ

られたと信じるなら、あなたは救われるからです。 実に、人は心で信じて義とされ、口で公に

言い表して救われるのです。」と書かれています。  (ローマ10:9-10) 

もしあなたが今朝ここにいて、神があなたに提供する救いの無償の贈り物にまだ応えていない

なら、私はあなたが遅れないようにと願います。  今日をあなたのための救いの日とするため

に。   

私は、イエス・キリストの完成された業に信仰を置くことを勧めたいと思います。  彼はあな

たのために罰を支払ってくれたのです。  もう債務の中にいる必要はなく、これ以上、罪に縛

られる必要もないのです。  あなたのために代価は支払われましたが、あなたはまず、罪に対

する対処の必要性を認めなければなりません。   

シモンのように、自分だけで十分だと考えてはいけないのです。  赦しの必要性を認識し、イ

エスを通して与えられる恵み深い救いの贈り物を信仰によって受け取る必要があるのです。   

自分の罪のために神が与えてくださったものをすでに受け入れている人たちには、ただ、主が

自分にしてくださったすべてのことに対する強い感謝から、主への愛を示したこの女性の例に

倣うことをお勧めします。   

私たちの主への愛が明らかになりますように。  私たちの生活の中で、日々、それが表されま

すように。  祈りましょう。 


