
 

 

２０１７年横浜ナザレン教会  三位一体節第四主日礼拝  

「真理に生きる」 

エフェソ書 1:15～23,マタイ福音書 9:9～13 

【聖書箇所】エフェソ書 1:15～23 

15 こういうわけで、わたしも、あなたがたが主イエスを信じ、すべての聖なる

者たちを愛していることを聞き、 16祈りの度に、あなたがたのことを思い起こし、

絶えず感謝しています。 17どうか、わたしたちの主イエス・キリストの神、栄光の

源である御父が、あなたがたに知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることがで

きるようにし、 18 心の目を開いてくださるように。そして、神の招きによってどの

ような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな

栄光に輝いているか悟らせてくださるように。19 また、わたしたち信仰者に対し

て絶大な働きをなさる神の力が、どれほど大きなものであるか、悟らせてくださる

ように。 20 神は、この力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活さ

せ、天において御自分の右の座に着かせ、  21 すべての支配、権威、勢力、

主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の

上に置かれました。 22 神はまた、すべてのものをキリストの足もとに従わせ、キ

リストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。  23 教会は

キリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場

です。  

マタイによる福音書 9:9～13 

9 イエスはそこをたち、通りがかりに、マタイという人が収税所に座っているの

を見かけて、「わたしに従いなさい」と言われた。彼は立ち上がってイエスに従っ

た。 10 イエスがその家で食事をしておられたときのことである。徴税人や罪人

も大勢やって来て、イエスや弟子たちと同席していた。  11 ファリサイ派の人々

はこれを見て、弟子たちに、「なぜ、あなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒

に食事をするのか」と言った。 12 イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必

要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。13『わたしが求めるのは憐れみで

あって、いけにえではない』とはどういう意味か、行って学びなさい。わたしが来

たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」 

 

1 理解できる言葉で捧げる礼拝  

今日は使徒信条講解の第二回目です。今日も、「信ずる」とはどういう事か？

について、聖書の御言葉に聴いていきたいと思います。  

先日、教会の方から「関東のお盆は７月なんですよ」と聞きました。「お盆

と言えば日本全国８月だ」と思い込んでいた私はびっくりしました。お盆と

いえば浄土真宗である実家には、８月の半ばになるとお坊さんがお経をあげ

に来ていました。だけど、お経は何を言っているかさっぱり分かりませんで



 

 

した。こういう経験があったからか、「宗教的な儀式というのは、理解できな

いけれど、なんとなくありがたいものだろう。」と漠然と思っていました。だ

から、初めて教会の礼拝に参加した時、「理解できる言葉を使っている！」と

いう事がとても新鮮でした。  

しかし、それは教会でも当たり前の事ではありません。今から５００年以

上前、宗教改革以前のカトリック教会のミサは全てラテン語だったと言われ

ています。庶民は何を言っているかさっぱり分かりませんでした。人々が聖

書に何が書かれているか知る事ができなかった時代、教会はこの世の力、富

の力に魅入られ、教会は教会でなくなっていました。ですから、宗教改革者

のひとりマルチンルターは、まっさきに聖書をドイツ語に訳し、礼拝を皆が

理解できる母国語であるドイツ語で捧げるように改革しました。  

荘厳な雰囲気に包まれて厳粛な気持ちになる、また救われた喜びに歓喜し

熱狂的になり、陶酔する・・という面が信仰にあることは否定できません。

しかし、それはほんの一部で、信仰の本質ではありません。もしそれだけが

信仰であれば、私たちは日々の生活の中で神がどのような方かわからず、神

が私たちに求めておられる事もはっきりしないままになります。ですから、

信仰とは、「私たち被造物が神を知る」「被造物が創造主なる神を理解する」

と言ってもよいのです。  

 

2 理性の照明  

しかし、父・子・聖霊の神を人間の力で理解しようとするのは不可能です。

ただ神ご自身の自由な力の内に私たちにご自身を明らかに示してくださる。

その時に、私たちは、ほんの一部ですが、  

父・子・聖霊の神を知ることができるからです。  

このことをよく表しているのが、交読文にもありました詩編 119 篇 130 節

です。新共同訳では「御言葉が開かれると光が射し出て、無知な者にも理解

を与えます」。ですが、先ほど読み交わした文語体の表現の方がしっくりきま

す。「御言葉うちひらくれば光を放ちて、愚かなる者をさとからしむ」。聖書

の御言葉が開いて、光が射し出て、私たち愚かな者、無知な者の魂を照らし

て、御言葉が今の私にどのような事を語っているのか理解させてくださる・・

というのです。  

この御言葉から差出る光は私たちの行いや言葉を超えた光です。神がどの

ようなお方かという真理を映し出す光です。その光が御言葉の方から差し込

み、私たちの目と耳と心が開かれるのです。私たちが無理に扉を押し開く必

要はないのです。御言葉の方から光が差すのを待つのであります。  



 

 

 

待つ間、何をするのか。祈るのです。自分たちを超えた光であるからこそ、

私たちは祈り求める必要があります。エフェソ信徒への手紙の今日の聖書箇

所でも、「どうか、わたしたちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御

父が、あなたがたに知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるよ

うにし、 心の目を開いてくださるように。」と祈っています。知恵と啓示の霊

というのは、父なる神、子なる神のことを私たちに教えてくださる霊なる神、

聖霊のことです。私たちは、聖霊のお導きによって、はじめて神を深く知る

ことができるようになるのであります。  

 

3 キリストの真理に生きる  

神の御言葉の光、私たちを超えた光が、聖霊の力により私たちの所までや

ってきてくださり、私たちの健やかなる日々における光になってくださり、

私たちの病める日々における光になってくださいます。貧しい時の光にも、

裕福な時の光にもなってくださいます。私たちが賢明な時にだけ輝く光では

なく、私たちが愚かさの中にあっても私たちから離れない光です。全てのも

のが消えて、あとはただ死を待つのみ・・という時にも決して消えない光な

のです。  

この御言葉の光に従って私たちは生きていくのです。知識だけではなく、

実際に御言葉に生きる事を通じて、神を知るのです。先ほど読み交わした交

読文にも「汝の御言葉はわが足のともしび、わが道の光なり」とあるとおり

です。御言葉の光によって照らし出されるキリストの真理を生きる・・それ

が神を知る事であり、信仰です。  

使徒信条「我信ず」の信ずる事とは、イエス・キリストの真理の中に生き

る事です。それは「こういう時はこうすればいい」というような決まった法

則に従い機械的に生きる事ではありません。私たちの人生には、右にいくべ

きか左にいくべきか迷いあぐねる時が度々あります。悪いこととわかってい

つつも誘惑にかられる時もあります。どうしてよいか分からない時もありま

す。その時その時で、聖霊の導きを祈り求め、神の御旨を求めて聖書を読み、

礼拝し賛美するのです・・それがイエス・キリストの真理に生きることです。  

 

4 ボンヘッファー  

そのような生き方をした人は教会にはたくさんいます。ボンヘッファーと

いうドイツの牧師・神学者もそのひとりです。第二次世界大戦の時代の人で

す。当時のドイツの教会の大半はナチス・ドイツを大歓迎し、支持しました。



 

 

しかし、ほんの少数ですが、ヒットラーとナチス・ドイツに反対した牧師や

神学者がいました。その抵抗メンバーの指導者のひとりがボンヘッファーで

す。  

第 2 次大戦の始まる直前、1939 年初夏の頃、アメリカの友人たちはボンヘ

ッファー助けようと、彼を渡米させます。しかし、アメリカに到着した時か

ら、彼はドイツに残してきた仲間の事が気がかりで仕方ありませんでした。

ドイツに戻るべきか、アメリカに留まるべきか・・厳しいジレンマの中で、

彼は聖書を祈りつつ読んでいました。御言葉と対話していたのです。  

そして、１９３９年 6 月 2６日、彼はその日の聖書日課に  「冬になる前に

急いできてほしい」（2 テモテ４:２１）という言葉を発見し、日記にこう書い

ています。「この言葉が一日中、私の頭にこびりついて離れなかった。それは、

戦場から休暇で帰ってきた兵士が、自分を待っていたすべてのものをふり棄

てて、また戦場に引き戻されるときのようなものだ。『冬になる前に急いでき

てほしい』これをもし私が自分に言われたことだととらえても、聖書の乱用

ではない」。こうして彼はドイツに戻る事が神の御旨だと確信し、晴れやかな

気持ちで故郷に引き返したそうです。  

その後、ボンヘッファーは、ヒットラー暗殺計画に関わり逮捕され、３９

歳の若さで絞首刑となりました。彼は処刑される数日前まで、囚人たちが集

まって捧げていた礼拝で聖書を取次ぎ、不安に駆られる囚われ人たちに、キ

リストにある喜びと平安を説き続けた・・と言われています。ボンヘッファ

ーは、聖書のみ言葉からの光を自分の進む道の灯火としてこの世の日々を最

後まで生き抜いたのでした。  

 

5 決断  

ですから、信じるという事は一つの決断とも言えます。聖書の御言葉はそ

の都度その都度、私たちに具体的な決断を迫ります。今日のもう一つの聖書

箇所マタイ福音書 9 章でも、主イエスに声をかけられた徴税人マタイの決断

が描かれています。  

徴税人はローマ帝国から請け負って税金を集める仕事をしていた人びと。

ローマの権力をかさに着て同胞から重税を取立て自分たちの私腹を肥やして

いる・・一般のユダヤ人は彼らの事を強盗や詐欺師などの犯罪人と同じよう

に毛嫌いしていました。  

その徴税人・マタイは、税金を取り立てる収税所に座っています。９節で

す。そこに主イエスが通りかかり、収税所の中に座っているマタイをご覧に

なりました。聖書で、「神が見てくださる」とは、「神がその人を知っていて



 

 

くださる」という意味です。そして主イエスは、「わたしに従いなさい」とマ

タイを招かれました。それを聞いて、マタイは、主イエスに従った・・と聖

書にはあります。マタイは徴税人であり続けるよりも、主イエスに従う方を

選んだのです。決断しました。  

しかし、どうしてマタイは主イエスに従ったのでしょうか。不治の病を治

すなど奇跡的な業を見て主イエスに従う・・というのならわかります。しか

し、マタイはそうではありません。ただ、主イエスからじっと見つめられ、「わ

たしについて来なさい」と招かれた。それだけでマタイは主イエスに従った

のです。何故でしょうか。  

徴税人マタイは、主イエスの事が知りたかったのではないでしょうか。「こ

の人は、人々が卑しみさげずむ徴税人の私をひとりの人間として受け入れて

くださる。そして、“ついてこい”と招いてさえ下さる。いったいこのお方はど

ういうお方なのだろうか。」主イエスの中に自分の人生を変えるかもしれない

何かを感じ、この人の事がもっと知りたいと思った、だから、マタイは主に

従う決断したのではないでしょうか。  

私たちもまたそうです。主イエスの事を全部わかって教会に来る人はいま

せん。ただ、十字架と復活の福音の主に心惹かれて洗礼の決断をします。し

かし、私たちをそのように決断させるのは、神の秘められた力です。気が付

けば主イエスの招きに答えざるを得なくなっていた・・それが徴税人マタイ

の、そして私たちの信仰ではないでしょうか。  

 

6 信仰は交わりを産む  

そして、信仰は主イエスに招かれた他の人々との交わりを生み出します。

マタイ福音書９：１０節です。その主イエスの食卓に徴税人や罪人が大勢や

ってきます。罪人とは、犯罪人ではありません。大半は貧しい最下層民でし

た。彼らはあまりに貧しく、戒め通りには祈りや献金やその他の律法を守る

事ができませんでした。そのために社会生活の中でことあるごとに差別され

抑圧された。そのうち、彼らは彼らで、神とは無関係の生活をするようにな

ります。そうして社会からはじき出され、後ろ指を差され軽蔑されていた人

たちが罪人と呼ばれていました。  

今日の箇所の直前に主イエスが中風の人を癒された記事がでています。中

風の人を癒した後の帰り道に主イエスはマタイを招かれました。このセンセ

ーショナルな事件は町中にあっという間に広がった筈です。罪人達や徴税人

達は思ったのではないでしょうか。「長い間寝たきりの者の病を癒すほど神の

権威に満ちたお方が現れた。なんと、そのお方は、あの徴税人マタイを招い



 

 

た！私たちも招いてくださるに違いない。」彼らは大挙して主イエスの所へと

やってきたのです。10 節です。  

主はこの罪人たちを招き入れ同じ食卓につきました。当時のユダヤの人々

にとって、「同じ食卓につく」という事は、単なる親睦以上の意味がありまし

た。私たちの聖書では、「食事をしておられる」と訳している箇所。原文では

「晩餐を取るために横たわっている」となっています。当時は長椅子に横た

わって食事をしていました。無防備でリラックスな姿での食事です。ですか

ら敵とは食卓を共にできません。食事を共にするという事は、その人に心を

許し、その人の友となる、仲間となる・・という事を意味したのです。  

大勢の罪人や徴税人は主イエスに仲間として認められた事が嬉しくて楽し

くて仕方がありません。信仰はこのように主に招かれた罪人たちの喜びに満

ちた交わりを産むのです。それは主イエス・キリストを中心とした関係、主

イエスに従う者たちの横の関係―教会の兄弟姉妹の関係です。教会とは主イ

エスに招かれた罪人たちの交わりです。  

 

7 信仰は自己目的ではない  

では、この信仰者の交わりは、信仰者の為だけのものでしょうか。その事

を示すために福音書記者マタイはファリサイ派を登場させます。  

喜びに満ちた主イエスの食卓。しかし、それとは対照的に険悪な顔をして

テーブルから遠く離れて立つ人々。形式ばかりを重んじて主イエスに「偽善

者」と糾弾される人々。主イエスと敵対する人々、そうしてとうとう、祭司

長や律法学者と共に主イエスを十字架にかける人々、ファリサイ派です。彼

らは極悪人だ・・私たちクリスチャンはそう思いがちです。  

しかし、それは公平な見方ではありません。ファリサイ派は、神の掟を守

る事に真剣であった人々なのです。どれくらい真剣であったか・・というと

命をかける程真剣でした。主イエスから３００年ほど前、イスラエルは強国

シリアから独立する為に戦っていました。その最中の安息日。異教徒のシリ

ア軍は安息日でも攻めて来るとわかっていました。が、彼らは安息日に武器

をとって応戦しませんでした。そして、多くの人びとが命を落としました。

命にかえても「神の掟を守った」ユダヤの人びと。その精神を最も純粋に受

け継いでいたのがファリサイ派の人びとでした。彼らはもちろん献金も祈り

も犠牲の捧げものをする事も施しも熱心に行いました。一つの罪も犯さない

ように・・細心の注意を払い、６００以上に及ぶ細々とした規則を作って守

る生活をしていたのです。やがて彼らは神の掟をいい加減にしている人びと

との交わりを避けるようになりました。そういう人たちとつきあえば彼らに



 

 

流されてしまい、罪を犯すかもしれない・・と考えたからです。信仰深くな

い人々から離れることで、自分たちの信仰と清さを守ろうとしたのです。  

その彼らもまた、「中風の人の癒し」の噂を聴いたのでしょう。「罪の許し

を宣言して病を癒す」「ナザレ人イエス」に興味を持ち、主イエスを訪ねてき

たのでしょう。しかし、そこに彼らが見たもの、それは罪人と徴税人でした。

なんという事か、汚れ切った罪人や徴税人が大勢いる・・・驚き、戸惑い、

怒り。ファリサイ派の人びとは、食卓についていた弟子達を呼び出し問いた

だします。「なぜ、あなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか」 

主イエスはご自分から声をかけられます。「医者を必要とするのは、丈夫な

人ではなく病人である。」ご自身を医者とされ、ご自身を必要とする人びとー

罪人たちを病人に例えました。では主イエスは、ファリサイ派の人びとを「あ

なたたちは正しい者で私を必要としない健康な人間。だからここから立ち去

りなさい」と言われたのでしょうか。  

そうではありません。主イエスはファリサイ派の人びとをも罪人として招

いておられます。それはどこでわかるのでしょうか？１３節の半ばで分かり

ます。「行って学びなさい」という言葉からです。この言葉は、出て行け・・

という意味ではありません。当時の律法の教師―ラビが自分の生徒たちに教

えを説いた後に言う決まり文句でした。つまり、主イエスはファリサイ派の

人びとに、神のことを学びなさい・・と彼らの律法の教師として教え導いた

のです。  

何を学びなさい・・とおっしゃられているのでしょうか。主イエスは、こ

こでホセア書を引用され「神はいけにえではなく、憐みを求めている」事を

学びなさい・・と言われました。どういう意味でしょうか。  

いけにえとは自分の罪を清めるために神にささげる犠牲の動物です。一方、

憐みとは、他の人の痛みや苦しみを自分のものとする、自分以外の人の痛み

を自分のはらわたがねじれるほどの痛みとして受け止める、そういう熱い思

いー愛です。つまり、神が求めておられるのは、他の人の悲しみ・苦しみを

自分のものとする「憐み」であり、愛であり、自分の罪を清めるための自己

満足的な信仰ではないのです。自分の清さの追求よりも、他の人を愛する憐

みを主イエスは求められたのです。  

信仰とは神にふさわしく、人間が神と関わる行いといえます。ですから、

信仰は自分達だけが清められ救われる事を目的としてはいません。信仰は神

と自分と他の人を愛する事を目的としているのです。  

私たちの信仰が、教会の外の隣人を考えないような信仰であるならば、私

たちはまだ本当に主イエス・キリストを信じた・・とは言えません。自分た



 

 

ちだけが救われる事を目的とする信仰を「小さく狭いカタツムリの殻を背負

って、何かあったら殻の中に閉じこもるような信仰」と言った人がいます。

うまい表現です。そのようなカタツムリの殻の中では、決して神を知ること

はできません。狭くて不自由で窮屈な家です。  

しかし、私たちそのようなカタツムリの殻のような家を出て、主イエスの

真理に生きる時、私たちは人と神を愛する自由を知るのです。豊かに大きく

自由に神の愛の中を生きる事ができるのであります。父なる神の家に住むの

です。信仰者はカタツムリの殻ではなくて、父なる神の家に私たちは住むの

です。主イエスはファリサイ派の人々に、「あなた方のカタツムリの殻から出

て、神はどういうお方かを知りなさい、学びなさい。父なる神の家に住みな

さい」とほんとうの信仰へと招かれたのです。  

 

8 教会の宣教  

ですから、キリストの体なる教会も、自分達の清さ、救いだけを求めるよ

りも、この世の人々を愛する憐れみを目標とするのであります。だから、教

会の宣教は、教会の為だけに行う、教会の人数を増やす為の営業とは本質的

に異なります。教会の宣教は、教会のみが行える、この世への奉仕の業です。

この世の言葉と行いで、救い主イエス・キリストを伝えていくことです。礼

拝へと招き主イエス・キリストへと招く事なのです。  

横浜ナザレン教会の宣教もまた、私たち罪人を徹底的に愛してくださる、

主イエス・キリストのあり方に倣う信仰に基づいています。だから報いを求

めずに、ひたすらにキリストを宣べ伝えていくのだ・・という事を忘れては

なりません。  

しかし、それは人間にできることではありません。だから、御言葉を宣べ

伝える教会となるよう聖霊の導きを祈り求めつつ、宣教する必要があります。

それが父・子・聖霊の神への信仰を告白する教会です。  

キリストに倣ってこの世に宣教する事によって、私たちはますます主イエ

ス・キリストを知る事ができます。神の深みを知る事ができ、私たち自身の

信仰が成長していくのです。そして、それは永遠の命へと続いています。ヨ

ハネの福音書では「永遠の命とは、唯一のまことの神であられるあなたと、あな

たのお遣わしになったイエス・キリストを知ることです」（ヨハネ 17:3）とあると

おりです。  

このような信仰という宝を私たち罪人にお与えくださる神に心より感謝し

ます。この礼拝が終わってそれぞれ遣わされた場所で過ごす七日間、ひとり

ひとりの信仰が主イエス・キリストによって確かにされ、御言葉によって生



 

 

かされ、ますます深く神を知り、その力を知り、十字架と復活の福音を述べ

伝えていけますように、切に祈る次第であります。  


