
 

 

2020 年横浜ナザレン教会・受難節第六主日礼拝（棕櫚主日礼拝）  

ルカ福音書 19:28～44 主は進み行く 

【聖書】 

ルカによる福音書 19:28 イエスはこのように話してから、先に立って進み、

エルサレムに上って行かれた。29そして、「オリーブ畑」と呼ばれる山のふも

とにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうと

して、30 言われた。「向こうの村へ行きなさい。そこに入ると、まだだれも乗

ったことのない子ろばのつないであるのが見つかる。それをほどいて、引い

て来なさい。31 もし、だれかが、『なぜほどくのか』と尋ねたら、『主がお入り

用なのです』と言いなさい。」32 使いに出された者たちが出かけて行くと、

言われたとおりであった。33 ろばの子をほどいていると、その持ち主たちが、

「なぜ、子ろばをほどくのか」と言った。34 二人は、「主がお入り用なのです」

と言った。 

35 そして、子ろばをイエスのところに引いて来て、その上に自分の服を

かけ、イエスをお乗せした。36 イエスが進んで行かれると、人々は自分の服

を道に敷いた。37 イエスがオリーブ山の下り坂にさしかかられたとき、弟子

の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神

を賛美し始めた。38「主の名によって来られる方、王に、／祝福があるよう

に。天には平和、／いと高きところには栄光。」39 すると、ファリサイ派のあ

る人々が、群衆の中からイエスに向かって、「先生、お弟子たちを叱ってく

ださい」と言った。40 イエスはお答えになった。「言っておくが、もしこの人た

ちが黙れば、石が叫びだす。」 

 41 エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて、

42 言われた。「もしこの日に、お前も平和への道をわきまえていたなら……。

しかし今は、それがお前には見えない。43 やがて時が来て、敵が周りに堡塁

を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、44 お前とそこにいるお前の子

らを地にたたきつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは、神の

訪れてくださる時をわきまえなかったからである。」 

 

1 非常事態  

 昨日４／４（土）、新たに分かった東京都の新型コロナ感染者数は１１８名、

そのうち三分の二近い方達がどこで感染したか分からないそうです。首都圏

に暮らす私達はみな、新型コロナウィルスに感染していてもおかしくない状況

のようです。見えないウィルスとの戦い、横浜ナザレン教会が初めて経験する

戦いの中、私達は棕櫚の主日を迎えました。「棕櫚の主日」とは、受難週の

最初の日曜日、着物と棕櫚の葉を道に敷いた人々の歓呼の中、子驢馬に乗

ってエルサレムへ入城されたことを想い起し礼拝をささげる日。今、十字架を

覚悟してエルサレムへと入城する主イエスのお姿を想い起し礼拝をささげつ



 

 

つ、今日の聖書の言葉が、コロナ禍を生きる私達に何を語っておられるの

か？共に見ていきたいと思います。 

  

2 エルサレム入城  

  主イエスの入城の様子を描いた３５節から見ていきましょう。“35 そして、子

ろばをイエスのところに引いて来て、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗

せした。36 イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。37 イ

エスがオリーブ山の下り坂にさしかかられたとき、弟子の群れはこぞって、自

分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。38「主の

名によって来られる方、王に、／祝福があるように。天には平和、／いと高き

ところには栄光。」”と描かれている主イエスの入城行進は、当時の軍隊の凱

旋パレードがモデルだそうです。古代世界の王や将軍は、戦いに勝って自分

の国に戻った時や征服した都市に乗り込む時には、大規模な凱旋行列、パ

レードを行っていました。エルサレムという街は、幾度となく征服者達の凱旋

パレードを経験しています。エルサレム周辺に住む人々や主イエスの弟子達

も一度は、シリアの王やローマ軍の将軍たちが、大規模なパレードをしながら

威圧的に華やかにエルサレムへと乗り込んでくる様子を見たり聞いたりしたこ

とがあったのだと思います。歌い踊る民衆が先を行き、馬に乗った王や将軍

が多くの兵士を従えながら、威風堂々とエルサレムの門をくぐるのと同じように、

主イエスにエルサレムへと進み行ってほしい。それが弟子達の願いだったの

かもしれません。 

 

3 弟子達の喜び 

この入城行進で歌い踊る弟子達の心は、大きな喜びに満ちていました。何

もかも捨てて従って来たイエスさまが、もうすぐエルサレムで王に即位される、

イスラエルにまことの指導者が誕生した！誇らしく喜ばしく、希望に満ち溢れ

ていたでしょう。彼らは、主イエスが今にも王としてエルサレムを支配し、神の

国を打ち立ててくださると信じていたから。シリアやローマなど外国の強大な

軍事力で押さえつけるのでもない、サドカイ派のように金持ちや権力者だけ

大切にするようなこともなく、ファリサイ派や律法学者のように、宗教的な規律

で自分達を縛る権威者でもない、社会において弱くされ小さくされ貧しくされ

た自分達のような者を大切にし、正しく公平に審きを行うお方、王の中の王、

主の中の主が来られた！自分の体の内からほとばしり出、湧き出て来る喜び

を抑えることはできない、この人々の喜びの様子を有名なヘンデルのメサイア

の「ハレルヤコーラス」はこの場面を歌っています。「Ｌｏｒｄ of Lord,king of 

king」という歌詞を皆さんも一度は聞いたことがあるかと思います。やっとやっ

と待ち望んだ王様が私達のもとに来てくださったのです。 



 

 

 

4 預言の実現  

しかも、ただの王ではありません、救い主！メシアです。新しい王の誕生を

喜び踊る人々の歓声の中、主イエスは子ろばに揺られながら、進まれます。

その姿を見た人々は、ゼカリヤ書の預言の言葉を思い出したでしょう。「娘シ

オンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声をあげよ。見よ、あなたの王

が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく、ろばに乗って

来る。雌ろばの子であるろばに乗って。わたしはエフライムから戦車を、エル

サレムから軍馬を絶つ。戦いの弓は絶たれ、諸国の民に平和が告げられる。

彼の支配は海から海へ大河から地の果てにまで及ぶ。」（ゼカリヤ書 9:9-10） 

旧約聖書全体が約束していた救い主がきてくださった！ユダヤの人々はこ

の平和の君を数百年にわたり、今か今かと待ち望んできました。その間、多く

の偽メシアが現れ、「我こそは救い主」と名乗りをあげ武装蜂起しますが、そ

の度に征服者達に鎮圧され殺されていきます。民衆は何度も失望しつつも、

救い主を待ち望み続けたのです。遂に、「この人は他の偽メシアとは違う」とい

うイエスさまが現れました。武力をもって敵を制圧するメシアではなく、神の不

思議な奇跡の力で強力なローマ軍を追い払い平和をもたらしてくださるに違

いない！戦いが終わるのだ、何故なら、このお方はゼカリア書の預言通りに、

平和を意味する子驢馬に乗っているじゃないか！ついに預言は実現したん

だ、そんな人々の想いが賛美の歌声となり響きます。「主の名によって来られ

る方、王に、／祝福があるように。天には平和、／いと高きところには栄光。」

弟子達は、神の力を存分に奮い、敵を打ち負かし、平和な神の国を打ち立

てるという未来へと進み行く主イエスのお姿が見えていたのだと思います。  

 

5 弟子達は分かっていなかった 

しかし、私達は知っています。主イエスは、敵を踏みちらし自分達の国を建

てる為にエルサレムへ来られたわけではありません。人間に対する神の滅び

の宣告を受け、十字架の上で惨殺される為にエルサレムへと来られたのです。

弟子達はじめ誰もそんなこと思いだにしなかったでしょう。当然のこと。人間の

罪を一身に負って神の子が十字架につくなんて人間の発想できる事ではな

いのですから。彼らは何も判っていませんでした。分かっていなかったけれど

も、彼らが主イエスに対して行った事は正しいことでした。この方を神の民の

支配者として、王として迎え入れる事、これ以上正しいことはないのですから。

人は気づかぬうちに真理に適ったことをする、不思議なことですが、そういうこ

とはあります。だからこそ神の御心なのだと思います。 

先ほどの賛美の歌「主の名によって来られる方、王に、／祝福があるように。

天には平和、／いと高きところには栄光。」を聞くと、皆さん、クリスマスの夜、



 

 

羊飼いの所に現れた天使の大群が賛美した「いと高きところには栄光、神に

あれ、／地には平和、御心に適う人にあれ。」を思い出す事もあるでしょう。今

日の聖書テキストで人々が歌うのは「天には平和」、天使たちが歌うのは「地

には平和、御心に叶う人にあれ」、弟子達は、既にこの地に神の独り子が来

られている事に、この時点では気づいていなかったのです。 

 

6 エルサレムを嘆く 

弟子達の見ていたものと主イエスが見ておられたものは異なるものであった

という事は、４１節で明らかになります。主イエスを中心としたパレードは、オリ

ーブ山の東側から上り坂を進んでいき、頂上に達しました。オリーブ山の山頂

からは、谷を挟んでエルサレムの都をはっきりと見ることができます。神殿が見

え、そして神殿のすぐ側にあるローマ軍の駐屯地も見えた、神殿で祈りを献

げる人々も、街を行きかう人々の姿も見えたでしょう。弟子達には、「神の都」

としてにぎわう輝かしく華やかなエルサレムに見えたのではないでしょうか。 

しかし、イエス様は、そのエルサレムの姿を目にされたときに、泣かれました。

喜びの歓声を上げる人々の中で、一人、涙を流されたのです。ご自身が十字

架につかねばならない街が見えてきたから泣いたのではありません、神の訪

れに気づくことない人間の様子を深く嘆かれたのです。神に造られた者、「極

めて良い」と喜ばれた者、そうであるのに、神の御前を離れ去り、自分達を神

として好き勝手に生きる人間、「自分達さえよければ」と殺し合い、奪い合い、

憎み合う。神が喜ばれた命なのに、それだけでは尊いとは受け入れる事がで

きず、自分達に益をもたらす命だけを大切だと考えるような社会を造り上げた

私達人間。古代世界から現代にいたるまで何も変わっていない、しかも、私

達はそのことに気づいていないのです。 

神から見れば、そんな私達人間は、天地万物を造られたまことの神を神と

せず神ならぬ自分達を神としている混乱の中にいます。造り主でありどんな状

況にあっても深く愛してくださる天の父である神を知らないが為に、自分達の

欲望を主人として生きるしかない、嫉み合い憎み合い、やがては滅んでいく、

そんな私達人間の姿、私達が気づかない人間の混乱と悲惨が主イエスには

はっきりと見えています。 

そんな主イエスから見た私達人間の行きつく果ての滅びが描かれているの

が、４３節から４４節です。「敵が周りに堡塁を築き、お前を取り巻いて四方か

ら攻め寄せ、44 お前とそこにいるお前の子らを地にたたきつけ、お前の中の

石を残らず崩してしまうだろう。」４４節は子どもまでもが地に叩きつけられなぶ

り殺されています。一説によれば、紀元後７０年に起こったユダヤ戦争で、ロ

ーマ軍に包囲され食料が尽きたエルサレム城内で、子どもを殺して食べた時

の様子だともいわれています。「石を残らず崩す」というのは、人の手で建てら

れた建物という建物が全て崩されること、一面の焦土を指しており、これもユ



 

 

ダヤ戦争でエルサレムが徹底的に破壊されたときの様子だと言われています。

戦争によって灰塵に帰した神の都のさまに、「神の民」と呼ばれながらも自分

達を神として混乱と悲惨の内に滅びを迎えるしかない人間の現実を、福音書

記者は見たのでしょう。それは、主イエスが腸よじれるような思いで嘆き悲しん

でおられる私達の現実でもあります。「もしこの日に、お前も平和への道を弁

えていたなら…」。主イエスが言葉に詰まられるのは、とても珍しいこと。神の

御子であるお方が、言葉を失うほどに呻きながら涙を流されます。オリーブ山

の上で神の都を眺めつつ、慟哭される神の御子の姿は、天の上で私達の様

子をご覧になり深く嘆かれる天の父なる神さまの姿でもあります。 

 

7 主は進まれる 

しかし、私が今日、皆さんに最もお伝えしたいのは、ここからです。主イエス

は、その罪の悲惨で混乱した現実を前に決して踵を返すことはありません。ま

っすぐに頭をあげ、エルサレムへと進み行かれます。神の都であるにも拘わら

ず神の代わりに人間を神とした都、それ故に最も最も罪深い、私達人間の混

乱と悲惨の象徴である場所へと主イエスは進み行かれるのです。 

ここに、私達人間の罪を、悲惨を、混乱を他人事とはしない、神の御子の

姿、まことの救い主の姿があります。主イエスは、神から遠く離れた場所に進

み行かれます。人間の罪が造り出す絶望しかない所に神にある希望をもたら

す為に、人の混乱しかない所に神の神の平安を、憎しみしかない所に神の

愛を、争いしかない所に神の平和をもたらす為にひるむ事がなく進み行かれ

るのです。まことの救い主、まことの王だからできること。このような王がかつて

いたでしょうか。 

主イエスが歩み行ってくださる人間の悲惨と混乱の現場、それはどこか遠

くにある現場ではありません。私達一人一人の内心に、私達の間に、今ある

悲惨と混乱です。私達の心の中には誰にも見せられない、愛する夫や妻にも、

恋人にも、子どもにも、友人にも、決して見せられないような暗い淵があります。

自分さえよければいいという深い闇。主イエスは、私達一人一人にある神に

叛く私達の罪の深みに降りて来てくださり、神の愛を豊かに豊かに途切れる

事なく注いで、いっぱいに満たしてくださいます、溢れる程に。そうして、私達

を聖めてくださる。なんという事でしょうか。罪のただ中に進み行くキリスト・イエ

スを迎えた時、魂を持たない石でさえ、叫びだす他ありません。 

 

8 主がご入用なのです 

進み行かれる主イエスは、私達に仰います。３１節と３３節。『主がお入り用

なのです』を直訳すると「主人が必要としています」。主イエスが私達を「是非

ともあなたが必要だ」と召し出し用いてくださるのです。そのようにして主は、私



 

 

達人間を聖めて変えて用いてくださり、とうの私達が造り出した罪の社会を造

り変え、神の国にしてくださいます。だからこそ、神の国は、キリストによって聖

め変えられ用いられた者達の間に現れでるのです。平穏でお互いに余裕あ

る時に現れる神の国ではありません。「金持ち、喧嘩せず」と言うように余裕が

ある時には誰だって愛し合えます。しかし、人間社会が混乱し貧しくお互いに

奪い合う状況にある時にも、いえそういう時だからこそ、神の国は私達の間に

はっきりと見えてきます。キリストに生きれば、お互いに大切に思い合い、乏し

いものを分け合い、希望をもって生きていくことができる、それが神の国だから

です。キリストを王として従えば、貧しさや弱さに囚われる事なく神の子の自由

に生きることができるのです。貧しい時、乏しい時にこそ、王なるキリストの姿

がはっきりと見え、そして神の愛がはっきりと分かります、だから、真の自由に

生きる事ができるのです。主イエスが「貧しい者は幸いである」のは、主イエス

を王として生きる者のこと、神の国の民のこと、主イエスに用いられる子驢馬

達の事です。主と共に私達は、罪の世へと進み行きます。 

 

9 ミシャの絵  

さて、私は牧師館の応接間にチェコスロバキア出身のミュシャが描いた一

枚の絵を置いています。 

 

 

 



 

 

この絵の舞台は、１５世紀、南ボヘミヤの町ヴォドニャヌイ近くの丘です。私

達は宗教改革というルターが始めたものと思い込みがちですが、ルター以前

にも横暴な世俗権力と化していたローマ教皇に抗議する運動は各地で起こ

っていました。代表的なのが、宗教改革に先立つこと１００年、チェコのフスと

いう司祭が起こした抵抗運動。それじたいは素晴らしいことでしたが、ほどなく

武力を伴う宗教戦争へと発展します。権力者達が自分達の力を伸ばすため

に、民衆の支持の高いフス派と、既存の権力であるカトリック派に分かれて激

しく戦うようになったからです。先程申し上げた絵には、権力者同士の醜い争

いに巻き込まれた人々が描かれています。もともとヴォドニャヌイの町の指導

者はフス派でしたが、プラハへ兵士を引き連れて遠征します。そのすきをつい

て、近くのカトリック派の領主がヴォドニャヌイに攻め込み占領します。知らせ

を受けたフス派の領主は、戻って来て街を焼き払い、敵に従ったとして住民

を惨殺したそうです。僅かな人々が近くの丘に逃れてきた様子を描いたのが

この絵であり、作者のミュシャが経験した第一次世界大戦の悲惨さがこの絵

に反映されているともいわれています。絵の前方から中央にかけて数々の遺

体と、その遺体に取りすがって悲しみ嘆く人々が描かれています、そして画面

の前方左端、顔を覆って泣いている若い娘は戦場でレイプされました。裸で

なく人、祈る人、赤ん坊を抱えて呆然としている女性もいます。画面の後ろ側

のもうもうと煙立ち上る町は、彼らが逃げてきた街。 

人々の絶望と怒りを表しているのは、絵の中央に描かれた半裸の男です。

彼は、片手で亡骸を抱きつつ、脇にいる人にもう一方のこぶしを突き上げ、抗

議しています。彼は、「カトリック派の領主に通報し、フス派の領主に報復する

んんだ」と主張しているのです。「この惨状を見ろ、復讐せずにいられるか！」

との叫びが今にも聞こえそう。訴えている相手は、彼の脇に立つ男、民衆の

魂の指導者であった司祭ペトル・ヘルチツキー。 

この司祭の周りは、目を覆うような悲惨です。神の名のもとに行われた暴力、

獣のごとく蹂躙された若い娘、命を奪われて骸を横たえる若者、赤ん坊。残さ

れた者の悲しみと怒り。悲惨しかない。絶望しかない、悲しみしかない、憎し

みしかない、同じ信仰を持つ筈の領主に殺されるとは！私達が日ごろ口にす

るお気楽な愛の言葉など通用しない、厳しい罪の現実です。 

しかし、そこにこそ、キリストが進み行ってくださったのです。このヘルチツキ

ー司祭が脇に抱えているのは、聖書。彼は、怒りと憎しみの為に我を忘れて

自分を脅かそうと突き出された隣の男の拳を受け止めます。悲しみ、痛みを

受け止めます。しかし、それ故に罪を犯してはならない…とというキリストの言

葉を取り次いでいるのです。「どうかその復讐心に唆されないように！今こそ、

十字架にかかったイエス様、そして甦られたお方を想い起しなさい。」と語っ

ているのです。憎しみの嵐が吹きすさび、滅びしかないような状況に進み行っ

てくださるキリストの姿があります。そしてそこでご自身の民ヘルチツキーを用



 

 

いられ神の国を実現してくださっています。それが私達の王、イエス・キリスト

のなさり方です。 

やがて、ヘルチツキー司祭の指導のもと、戦火に破壊された街ヴァドニャヌ

イは、社会的格差が少ない、キリスト教の全宗派が共に暮らす街として再建さ

れたそうです。平和への道は、平和の王キリストと共に始まります。 

 

10 今も進み行かれるキリスト 

今、新型コロナウィルスが猛威を振るっています。私達が今、置かれている

状況は、ヴォドニャヌイのような目に見えて悲惨な状況ではないでしょう。しか

し、信仰者にとって、教会にとっては、深刻な危機です。ウィルスは目に見え

ないから、お互いに会わない事が最大の防衛策。しかし、教会の働きを支え

る中核は、交わりです。神との交わりであり、人との交わり、その中にキリスト・

イエスの霊は働かれます。この交わりをとってしまったら、教会は教会でなくな

ります。しかし、従来通りの形で交わりをしていたら、キリストが深く愛したお一

人お一人を新型ウィルス感染の危険に陥れることとなります。ここに矛盾があ

ります。特に今週は受難週、そして来週はイースター、教会が最も大切にして

きた祝祭の日、教会の原点である主の甦りの日を愛する兄弟姉妹と共に祝

えないなどあってはならないのではないか。ここ数週間、私はずっと迷い悩み

ました。 

しかし、キリストに生かされている私達がなすべき事は何か？何を最も大切

に考えればよいのか？祈り求めていましたら、主が言われた新しい掟「お互い

に愛し合いなさい」という言葉が思い浮かびました。主が十字架にかかって私

達に守ることを伝えた新しい掟。この掟をこの状況下で守るとは具体的にはど

ういうことか？コロナウィルス感染を避けて安全な方法でみ言葉を分かち合い、

礼拝する事だと気づかされました。 

その一つの方策として今日から礼拝のインターネット中継を始めています。

これから、ご自宅でインターネットを介して礼拝をささげる事が増えると思いま

す。が、その際はどうかこの会堂で礼拝をささげている事を思いつつ捧げて下

さい。この会堂で働く聖霊に導かれつつ礼拝を、礼拝に集う一人一人を想い

起しつつ、祈りながら、捧げて下さい。体では離れていても、霊では共にいて、

一緒に礼拝をささげましょう。これは私達の霊的な鍛錬なのです。そうして聖

霊の力により頼んでの礼拝を重ねていけば、コロナウィルスが収束した時、私

達は大きく変えられて、より深くキリストを知り、キリストの業を担う子驢馬とされ、

コロナウィルス収束後の不安に駆られる世へと遣わされる者となるのだと思い

ます。主が私達と共に進み行ってくださいます。恐れることなく従っていけます

ように。 


