
 

 

２０１８年待降節第一主日・創立記念礼拝  

「希望の民」ルカ 7:36～50 

【聖書箇所】 

7:36 さて、あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イ

エスはその家に入って食事の席に着かれた。 

37 この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って

食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持って来て、

38 後ろからイエスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自

分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に接吻して香油を塗った。 

39 イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、「この人がもし預言者なら、

自分に触れている女がだれで、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに」

と思った。40 そこで、イエスがその人に向かって、「シモン、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」と言った。

41 イエスはお話しになった。「ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。

一人は五百デナリオン、もう一人は五十デナリオンである。」 

42 二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてや

った。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。」43 シモンは、

「帳消しにしてもらった額が多い方だと思います」と答えた。イエスは、「そのと

おりだ」と言われた。44 そして、女の方を振り向いて、シモンに言われた。「こ

の人を見ないか。わたしがあなたの家に入ったときも、あなたは足を洗う水もく

れなかったが、この人は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でぬぐってくれた。 

45 あなたはわたしに接吻の挨拶もしなかったが、この人はわたしが入って来

てから、わたしの足に接吻してやまなかった。46 あなたは頭にオリーブ油を塗

ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。47 だから、言ってお

く。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。

許されることの少ない者は、愛することも少ない。」48 そして、イエスは女に、

「あなたの罪は赦された」と言われた。49 同席の人たちは、「罪まで赦すこの

人は、いったい何者なのだろう」と考え始めた。50 イエスは女に、「あなたの信

仰があなたを救った。安心して行きなさい」と言われた。 

 

1 創立６８年目  

主のご降誕を待ち望む季節－待降節がやってきましたが、横浜ナザレン

教会にとっては、教会創立の頃を想い起す季節でもあります。今から６８年前

の１９５０年、十二月第一日曜日、横浜ナザレン教会で最初の礼拝が捧げら

れました。今日は、それから 3,548 回目の日曜礼拝になります。私どもの教会

は、待降節に歩み始めました。これはみ旨に適ったことだと思います。私ども、

待降節―アドヴェントと申しますと、神の御子が私どもと同じ小さい赤ちゃんと

して、マリアを母に飼い葉桶の中に生まれて来るクリスマスの出来事を待ち望



 

 

む季節だ！と受け止めます。この教会でも皆さんが先週の礼拝のあとに、ツリ

ーやイルミネーションなどの飾りつけをしてくださいました。確かに、待降節は、

イエス様の降誕を記念する礼拝を待ちつつ、神の恵みを想い起す季節です。

ですが、私達が待ち望んでいるのはクリスマスの出来事ではない。クリスマス

は既に起こったことだから。先ほど、信仰告白いたしましたが、主イエスは、こ

の地上で十字架にかかり、そして復活され、私どもを罪から解き放たれ、そし

て天の父なる神の御許に帰っていかれました。そして、父なる神と主イエスの

もとから、霊なる神・聖霊が私どもの間に降り、私どもに信仰が与えられました。

私どもは今、霊なるイエス様に導かれてこの地上を生きております。そして、

主がこの地上に再び来られる時、私どもは、イエス様をはっきり顔と顔を合わ

せて見ることができるのです。私ども教会は、クリスマスの出来事を、過去に

我々に起こった出来事として想い起しつつ、将来、主イエスが再び来たり給う

日に希望を置いて、現在を歩き続ける群れであります。主の来られるその日

を待ち望みつつ、わたしどもに与えられた希望を確認するのが待降節です。

横浜ナザレン教会は、その希望を覚える季節、待降節に歩み始めた希望の

民でもあります。 

この記念すべき礼拝の時、どの聖書テキストを取り上げようか少々迷いまし

た。今まで順番にルカによる福音書を見てきていますが、クリスマスや神の民

の歩みを直接的に取り上げた箇所にした方がいいのではないか？とも考えま

した。しかし、今日のルカによる福音書には、今も見えないお姿で私どもを導

いておられる主イエス・キリストがどのようなお方であり、私ども信仰者がどのよ

うな者達であるかが、端的に描かれています。今日は、主イエス・キリストとは

何者か？そして主に導かれる私ども横浜ナザレン教会とはどういう群れか？

共にルカ福音書７:36～50 に聴いていきたいと思います。 

 

2 食卓を共にする 

今日の聖書に出て来るファリサイ派とは、熱心な信仰者の集まりです。神

の戒めを実生活で守れるように、熱心に研究し、細かな規則を沢山定めた律

法を全て守り、救われようと頑張っていた人々です。ですが、人間は頑張れ

ば頑張るほど、頑張らない人たちと自分達は違う！と思うようです。彼らは、律

法を守れない人々や神を知らない外国人達を、「罪人」と呼び、「汚れている」

と差別し一切付き合わないようになります。「ファリサイ派」の「ファリサイ」とは

分離する…という意味があります。自分達を清い者達として、汚れた人間達

から“分離する人々”－それがファリサイ派であり、主イエスを招いたシモンも

またファリサイ派の一員でありました。 

シモンのようなファリサイ人にとって、神に祈りを捧げ、その恵みである食物

を分かち合う食卓を共にする…ということは、礼拝を共にするのと同じ意味合



 

 

があります。ですから、ファリサイ派の人々は、信仰が異なる異邦人や、律法

を守れない罪人たちとは決して食事を共にしませんでした。 

ですが、その一方、有名人を招いて食事を共にすることは、その家の主人

にとっては大きな名誉でありました。ナインという町では死人を生き返らせ、他

の様々なところで癒しの奇跡をなし、力ある説教をかたり、「大預言者が我々

の間に現れた」と言われている人物を招いた食卓は、主人の思惑よりも盛大

なものとなった事は想像に難くありません。他にも招待された人々も沢山おり、

幾人もの召し使いが立ち働き、家を出入りする人々も多く、主イエスを一目見

ようと、家の外には、見物人もいたのではないかと推測されます。 

しかし、家の主人であるファリサイ人・シモンは、主イエスの言葉と行いを聞

き、尊敬の念を抱いて、「是非、この方の事をもっと知りない」と謙った思いで

主を招待したのか？というとそうではなかったようです。「この噂の人物は、本

当に預言者なのだろうか、ファリサイ派である私達が見てみよう」との思いが強

かったのです。それは、この後のイエス様の言葉で明らかになりますが、シモ

ンがイエス様を出迎える時の態度で分かります。彼はイエス様の足を洗う水も

出さず、接吻の挨拶もしていなかったのです。シモンの態度は、目上の人を

客人として迎える尊敬の思いが感じられません。ですが、主イエスは、シモン

の心の中にある思いをすべて見通しつつ、彼の招きに応じられました。そこで

思いもかけないことが起こります。 

 

3 罪深い女の登場  

37 節原文には「見よ」という言葉があります。「見よ！この町に、一人の罪

深い女がいた」。女の罪の内容は分かりませんが、３９節のシモンの心の呟き、

「この人がもし預言者なら、自分に触れている女がだれで、どんな人か分かる

はずだ。罪深い女なのに」から推測するに、彼女は一見して売春婦だと判る

女性だったようです。服や化粧を見ただけで、それと分かったのでしょう。そう

いう女性が、律法を厳格に守り、罪人を忌み嫌うファリサイ派の家の中に入っ

てきたのです。通常は考えられない、極めて異常なことであり、相当の勇気、

いわば、決死の覚悟が必要です。家に入った途端に、「ここはお前のような汚

らわしい者の来るところではない！出ていけ」と罵声を浴びせられ、侮辱され

追い出されることは十分に予想されるのです。実際、その場にいた人々は、

一見して娼婦だと分かる女が入ってきた時、凍りついたでしょう。 

彼女が、なぜこんな生業をしなければならなくなったのかは分かりません。

が、その背後には、人の罪が凝縮したような悲惨な現実があったに違いありま

せん。ですが、彼女自身もまた、開き直って罪の中を生きていた事も事実。町

の男たちは、陰では自分を利用しつつ軽蔑する、町の女たちは、もちろん唾

棄すべき存在として自分を憎む。そういう人々の侮蔑の目に毎日さらされ、

日々裁かれている。人に裁かれなくとも、自分で自分を裁き、嘆きながら生き



 

 

ている。彼女は自分が生きている事を呪いつつ生きていかざるを得なかった。

「生まれて来てよかった！」とは到底思えないような命でした。 

彼女は、病の癒しや説教を通して人々の罪を赦してこられたイエス様が、

自分が住むこの町に来てくださり、シモンの家の宴に出席されることを知りまし

た。この人に会えば、何とかなるのではないか？やむにやまれぬ思いをもって

やって来たのです。彼女は必死の思いでシモンの家に入り、背後からイエス

様に近づきます。当時の食事をする格好は、長椅子に横たわり、左ひじを食

卓について体を支えるものでした。主は食事の席の長椅子に着座したまま。

おそるおそる近寄る彼女に気づいておられた。しかし、主イエスは、その場に

いた全ての人とは違いました。主イエスは彼女を受け入れたのです。自分の

内も外も全てを見通すような大きく厳しい、しかし優しく温かい主イエスの眼

差しの内に入れられた時、彼女は、生まれて初めて「私はあなたの罪を赦す、

あなたは生きていていい」という神の御心を確信したのだと思います。自分を

縛りつけていた罪から解き放たれた、こんな私をも神は大切に思ってくださる

…気づくと、涙があとからあとから湧いて出て来て、主イエスの足を濡らすほど

にもなりました。主イエスは、ヨハネ福音書で、別の罪深い女性に「私の水を

飲むものには、その人の内に命の水となり、涸れることなくあふれ出して川と

なる」と語り掛けています。この言葉のとおり、主イエスの与える命の水の源か

ら流れ出るかのように、涙がとめどなく溢れて主の足の上に落ち、土埃がつい

た足は、彼女の涙に濡れ、見る間にぐしゃぐしゃになりますが、彼女は、自慢

のきれいな髪で主の足の汚れを拭い、繰り返しキスをして、香油を塗ります。

主の足の汚れを涙で洗い流し、香油をぬっているのは、罪深い女です。しか

し、彼女は、そうする事によって、主イエスの愛をよりはっきりと、より深く、より

多く受け取っているかのようです。それは、同席したイエス様の弟子たちの心

を打ち、その記憶に刻まれる美しい姿だったのでしょう。教会に伝わり、福音

書に書き記されました。 

 

4 ファリサイ派シモン 

一方のシモンは、女とイエス様を黙って見ていました。彼は、「預言者なら

ば、すべてを見抜くはずだ」、「神から遣わされた預言者は、罪人が自分に触

れることを許さないはずだ」と思っています。だから、「罪深い女のするがまま

にさせているこの男は、何も見抜けていない。やはり預言者ではない。」と思

いました。しかし、何もわかっていなかったのはシモンでした。イエス様は神が

遣わした預言者であり、いやそれ以上の方。イエス様は、女がどういう女であ

るかは分かっています。もちろん、シモンが分かっている以上に分かっていま

す。そして、シモンが心の中で何を考えているかも、シモン以上に分かってい

るのです。シモンは女を見、またイエス様を見ていますが、何も分かっていま

せん。そして、自分のことも分かっていません。全てわかっているつもりで何も



 

 

判っていないシモンは、神を見失い自分を神としている私ども人間の姿で

す。 

 

5 金貸しのたとえ話  

主イエスは言われます。「シモン、あなたに言いたいことがある」。イエス様

が言われたことは、借金を返せない貧しい人と、その借金を帳消しにする金

貸しの話です。一デナリオンとは、一日の生活費。五十デナリオンは、約二ヶ

月分の生活費であり、五百デナリオンとなれば一年半の生活費です。「二人

には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった」。

二人合わせて約二年分の生活費に相当する額の損失を金貸し自らが負うこ

とになります。こういう譬話をされてから、イエス様はシモンにこう尋ねました。

「二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか」。これは、シモンに対

する問いでありつつ、私たちに対する問いです。シモンは答えます。多分、私

たちの多くと同じように、「帳消しにしてもらった額の多い方だと思います」と答

えるのです。 

 

6 この人を見ないか 

そして、今度は「女の方を振り向いて、シモンに言われ」ました。「この人を

見ないか」。この「見る」という単語は、「目で見る」という意味はありますが、そ

れだけでなく「感じる」「経験で知る」「心の目で見て、理解する」という意味を

含む言葉です。イエス様は、神から罪を赦された喜びに涙する女性の姿に目

を開くように、そしてその喜びから遠くある自分の姿にも気づくように、シモンを

招いておられるのです。だから、主イエスはこう言われます。「だから、言って

おく。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。

赦されることの少ない者は、愛することも少ない。」 

 

7 罪人  

聖書の語る「罪人」とは神様から離れてしまい、神様との交わりを失った者

のことです。「罪」とは、言いなおせば、私ども全ての人間が持っている大きな

「欠け」と言えるかもしれません。私どもは、神を見失い、自分自身も含め、人

間の「命」を喜べなくなっている存在ではないでしょうか。少なくとも、自分に不

都合な人間の存在を喜ぶ事は難しい…そんな「欠け」が私ども一人一人の中

にはあります。神が造った命を喜べない、大切に思えない。それは全ての人

に言えることです。 

 今日の話で言えば、売春婦の女性は、誰がどう見ても罪人でした。彼女自

身もそれを知っており、自分の大きな欠け、汚れを深く悲しんでいました。だ



 

 

からこそ、彼女は、罪ある自分を悲しみながら、大きな欠けのあるままに、汚れ

たままに畏れをもってイエス様の所に来た。そしてイエス様の眼差しの内にと

らえられ、「イエス様、私は御前に出る資格もない者です。が、あなたの憐み

にすがります。どうか私を清めてください！」と額づき祈る事ができました。その

時、不思議な事ですが、彼女の汚れは清められ、彼女の中の大きな欠けは

主の愛で満たされました。後から後から、湧き出て来る命の水で満たされたの

です。それまで快楽や富や人間の思いによって、その欠けを満たそうとしたの

でしょう。、だが、欠けは塞がれるどころか、彼女は益々飢え渇いていました。

しかし、主イエスによって清められ、満たされました。そして、彼女は、自分の

命を喜ぶことができる者とされていました。彼女は主イエスによって聖なる罪

人とされたのです。 

それに対して、ファリサイ人は、一見、神の戒めを守り、自分の命を喜んで

生きているようです。しかし、神から見た真実の姿は違います。彼は、神のみ

心を知らず、神が造ったこの女の命を喜ぶ事ができていません。それはどうし

てでしょうか、神が自分を愛してくださっていることを知らず、神を愛する事も

ないからです。ファリサイ人シモンもまた神との交わりを失ってしまい、その心

は離れている罪人なのです。同席している者たちもそうです。皆、自分で自分

を正しい人間、欠けのない人間、汚れない人間だと思い、神を求めることをし

ていないからです。自分達を神とし、まことの神を求めない…それが私ども人

間が陥りやすい姿であります。ですが、主イエスは、その私ども罪人達を、神

の国に招くために、シモンの家に入って来られ、食卓を共にしてくださいます。

しかし、シモンを初め彼の仲間たちは、そのことが分からない。むしろ心の中

でイエス様の罪を見つけてやろうと思っている始末です。そういう状態では、

主イエスの本当の姿も見えません。 

 

8 赦す愛  

主イエスの本当の姿とはどのような姿なのでしょうか。主イエスのたとえ話に

その姿が描かれています。「金貸しが借金を帳消しにした」と言いましたが、

「帳消しにする」と訳された言葉に、主イエスの本当のお姿が現れているので

す。この言葉は、もともと「恵みとして与える」という意味があり、「赦す」という意

味にもなる言葉です。ルカ福音書では、これ以後出てきませんが、パウロはし

ばしば使います。今日の聖書箇所、ローマの信徒への手紙八章三二節にも

あります。「わたしたちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された

方は、御子と一緒にすべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょう

か」。 

この「賜る」という言葉が「帳消しにする」と同じ単語なのです。神様は、御

子をさえ惜しまずに死に渡してくださった。与えてくださった。何のためか。私



 

 

たちの借金を帳消しにするためです。私たちの罪を赦すため、私どもの大き

な欠けを満たす為に来てくださいました。 

しかし、天のみ神は、ただで、私どもの罪を見逃してくださるなんて、甘いこ

とは聖書には書かれていません。神の正義はいい加減なものではないのです。

企業トップが何十億もの収入を得ているのに隠していたと話題になりましたが、

この金貸しは、何十億もの収入がある大金持ちで、「数百万なんぞ、はした金

だ、痛くもかゆくもない。貧乏人にくれてやる！」というような思いで行った「帳

消し」ではないことが分かります。神は、この帳消しにするため、私どもの大き

な欠けを満たす為に、大きな犠牲を払われる、一心同体であり、ご自身以上

に愛する、たった独りの御子の命を捧げてくださるお方なのです。そして、この

金貸しがイエス様であるとすれば、たった一つの命を、あの恐るべき十字架の

上に捧げてくださる方なのです。そのような莫大な損害を自らの身に負うこと

を通して、神様と主イエスは私どもの罪を赦してくださる、私どもの大きな欠け

を満たしてくださるのです。命を投げ出すほどの犠牲を払ってまで私達を赦

そうとする信じ難い大きな恵み。私どもに何の条件もつけない一方的な恵み。

「ここに愛がある！」と聖書は語るのです。この神の愛を信じることが出来る時、

私たちは心底安心できます。だから主は罪深い女に声をかけるのです。「あ

なたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい」。この安心して…というの

は、平和のうちに…とも訳される言葉です。神の平和、平安を指す言葉です。

私どもが神を知り、神の愛を知り、神を求め、神を愛してこそ、一人一人が自

分と他者の命を喜び平安のうちに生きる事ができるのです。 

 

9 主イエスを見上げて 

横浜ナザレン教会も、また、神を求め、主イエス・キリストの十字架の血に

贖われ、清められた罪人として神を愛し、イエス様に従って人々が神の平和

のうちに生きる事ができる世界を目指す群れとして、６８年間歩んできました。

それは、命を憎み殺し尽くす悲惨な戦禍の焼け跡から立ちあがり、平和な社

会を目指す新生・日本の歩みと軌を同じくするものでした。 

しかし、これから先は、そういうわけにはいきません。戦後の日本社会の枠

組みが壊れているからです。この先、人口が激減する縮小社会に大きな経済

発展は見込めません。かつて総中流と呼ばれた日本社会も、貧富の格差は

大きく広がって格差社会となっており、その流れは加速するでしょう。数日前

にも入国管理法がたった 17 時間の審議で衆議院を通過したように、日本の

民主主義は、じょじょに機能しなくなっているからです。それは、何を意味する

かというと、権力者の好きにできる社会になっていく…という事です。強い者、

富める者が弱い者、小さい者を顧みなくてもすむ、弱肉強食の仕組みを権力

者は造ろうとしますが、これを防ぐ為に設けられた民主主義というシステムが

機能しなくなっていくからです。戦争に巻き込まれるどころか、自ら武器をとっ



 

 

て戦う危険も増しています。これからの６８年、私どもが暮らす日本は、与えら

れたそれぞれの命を心から喜べる社会となっていけるのか？見通しは、非常

に厳しいと言わざるを得ません。 

しかし、私どもは希望を失う事はないのです。パウロは、先ほど紹介したロ

ーマ書の後にこのように語っています。「だれが神に選ばれた者たちを訴える

でしょう。人を義としてくださるのは神なのです。だれがわたしたちを罪に定め

ることができましょう。死んだ方、否、むしろ、復活させられた方であるキリスト・

イエスが、神の右に座っていて、わたしたちのために執り成してくださるのです。

だれが、キリストの愛からわたしたちを引き離すことができましょう。艱難か。苦

しみか。迫害か。飢えか。裸か。危険か。剣か。（中略） しかし、これらすべて

のことにおいて、わたしたちは、わたしたちを愛してくださる方によって輝かし

い勝利を収めています。わたしは確信しています。死も、命も、天使も、支配

するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高い所にいるものも、

低い所にいるものも、他のどんな被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスに

よって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです。」 

わたしたちは絶望しません。私達の希望の源は、人間が生み出した目に

見えるもの、富でも名声でも人の世の権威でもない。人が作り出したものなら

ば、時代の激動に飲み込まれ、消えてしまうでしょう。しかし、私達の希望の

源は、主イエス・キリストです。この方が我々と共におられるこそ、迫害にも飢

えにも欠乏にも争いにも勝つ事ができるのです。「このお方の愛から私達が引

き離される事はない！」と使徒パウロは力強く語っています。 

福音書記者ヨハネは、神の御子が人間の赤ちゃんとなって私どもの間に

宿ってくださったクリスマスの出来事、それに続く十字架と復活を想い起し、

「ここに愛がある！」と高らかに歌いました。そして、使徒パウロは、神の右にあ

げられた主イエスが、終わりの日まで私どもを死をも超えて導いてくださる、そ

の約束を聞き、「ここに希望がある！」と宣言します。どんなに人の世の闇が

深く、悪魔が力を奮っていると見える時にでも、神を求める私どもに命の喜び

を与えてくださる方。この方に期待する者は決して裏切られる事はないのです。

そして、主イエスにあって、自分を喜び、他者を喜ぶ私達の歩みこそ、必ずや、

私どもの住む国、いや、この世界を救う一歩となります。主にある希望をもって、

新たなる６９年目を踏み出してまいりましょう。 


