聖霊降臨後第 6主 日

信仰 の両側の姿
マルコによる福音書 6:1〜 13
すべてのことには、両面が存在 しています。見 る目に良い姿だけでなく、そ うでない姿も存在 しています。
これは信仰や教会 の歴史で も同 じです。教会が今 の姿 を備 えるまでは、多 くのことが起 こってきました。教
会は、イエス さまに従 うとい うことで迫害を受けま したが、 キ リス ト教はます ます復興 し、結局、史上最大
の帝国の国教 にな りま した。大 きな平和 と力を得ま したが、時間が経つ と、教会 は争 って分裂 しました。戦
争 を起 こしたこともあ りま した。 しか し、改革 と反省 を通 して変 えられ、教会 は、世界 の多 くの国、特 に、
アジアまでも福音 を伝 えま した。 それで、今 のよ うに私たちも、イエ ス さまについて知 り、礼拝 をささげる
ことができるよ うにな りま した。
今 日の福音書 は、 このことを扱 っています。 いわゆる信仰 の両狽1の 姿 といって もよさそ うです。今 日の福
音書 は、大きく二つ に分かれています。一つ は、1節 か ら6節 までの言葉 であ り、もう一つは、7節 で13節 まで
の言葉 です。最初 の言葉 である1節 か ら6節 までの言葉 で、イエ ス さまは良くない事をされま した。否定 され 、
排斥 され 、あざ笑 い を受け、 さらには奇跡 も行われませんで した。恥 を受けた といって も過言ではない と思
います。二番 目の言葉 である7節 か ら13節 までの言葉 では、イエス さまは、すべてのことを回復なさいます。
以前 の ように奇跡がイエス さまの御言葉 を通 して起 こ り、イエス さまに派遣 された弟子たちは、驚 くべ きこ
とを引き起 こします。 しか し、5節 では、 「何 も奇跡 を行 うことがおできにな らなか った」 と書かれていま
す。 この言葉は、イエ ス さまが権能を妨げ られた ことがあるとい うことであ り、 この言葉 は、い くらで も話
題 になることもあると思います。 もちろん、す ぐ弟子 たちに与えられた権能を通 して奇跡 が起きましたが、
一瞬間でも、神 の子 の権能 が行われなかったのです。なぜ マル コによる福音書 の著者 は、 この話題 になれる
の記事を書いたので しょうか。イエス さまの権能 に限界があるとい うことで しょうか。
まず、 このことが起 こつた場所 が どこなのかをみま しょ う。 1〜 2節 の言葉 です。 「イエ スはそ こを去 って
故郷 にお帰 りになったが、弟子 たちも従 つた。安息 日になったので、イエスは会堂で教 え始め られた。多 く
の人 々はそれを聞いて、驚 いて言 つた。『 この人は、 このよ うな ことをどこか ら得 たのだろ う。 この人 が授
かった知恵 と、その手で行われ るこのよ うな奇跡 はいったい何 か。』」イエス さまは弟子たちと一緒に故郷
に行かれま した。 そ して安 ′
日に行かれた故郷 の会堂で、話題 になる出来事が起 こ りま した。イエス さまの
自、
故郷 の人 々は、イエス さまの教 えと奇跡に驚 いて、イエス さまが どこか らこの ような知恵 と奇跡 を得 たのか
を不思議に思いま した。皆様、 このよ うな人々の反応 が何 かおか しい とは思いませんか。人 々はイエス さま
の知恵 と奇跡を 「得 た」 と思いま した。
一般的に、イエ ス さまの奇跡は公的な生涯 と共に始まった と思われています。 では、イエ ス さまの故郷 の
人 々は、イエス さまの奇跡 を経験 したことがない とい うので しょ う。 だか ら、イエス さまの奇跡 については
驚 くことが あると思います。 しか し、人 々はイエス さまの教 えについて も驚 いて、その教 えさえも得 たもの
だ と思いま した。それ では、イエス さまは公的な生涯 の前には、会堂で教 えたことがなかったので しょ うか。
でも私は、イエス さまが公的な生涯 の前にも、故郷 の会堂で神 さまの言葉を教えた ことがあると思います。2
節 に 「会堂で教 え始 められた」 と書かれていますが、 このこ とは、イエス さまが以前にも会堂で教 えたこと
があるとい う意味で もあ ります。先週 、会 堂長ヤイ ロの話を申 し上 げて、会堂長 の仕事 について も少 し言及
しま したが、会堂長は礼拝 を準備 し、司 る人です。つ ま り、会堂長は、人 々に認 め られたラ ビや教師を選抜
して、会堂で神 さまの言葉 を教えさせま した。 だか ら、イエス さまが会堂で教 えられた とい うのは、す でに
イエス さまは、会堂長か らその週 の安息 日に教えることを頼 まれた とい うことで、解釈す ることがで きます。
会堂長 のお願 いが あった とい うのは、以前 にも会堂 で教 えた ことが ある可能性が高 いか らです。そ して、
自、
日にイエス さまの教 えを聞いて驚 きま した。イエ ス さまが何を教 えたかについてはよく
人 々はその週 の安 ′

分か りません。 しか し確 かなことは、その教 えが過去 のイエス さまの教 えとは違 った とい うのです。人 々は、
驚 いてイエス さまが知恵 と奇跡 を得 た と思 うほどだつたか らです。
しか し、 このことは、イエ ス さまにとって良くないこ とになって しまいま した。人 々はす ぐ過去のイエス
さまのこ とを思い出 しま した。そ して、イエス さまの家族 を語 り、イエス さまにつ まずきま した。イエス さ
まを受け入れ ないこ とにしたのです。イエス さまは このことを残念に思われたよ うです。4節 にこ う書かれ て
います。 「イエ スは、『預言者 が敬われないのは、 自分 の故郷、親戚や家族 の間だけである』 と言われた。」
そ して、そこでイエ ス さまは、 ごくわず かの病人だけを癒 されることがで き、そのほかは何 も奇跡を行 うこ
とがおできにな りませんで した。
私だけでなく、信者 にとつては、イエス さまが何 もおできにならなかった とい うことは、驚 くべ き大きな
衝撃 であるで しょ う。特 にイエス さまを受け入れない人 の前 で、イエ ス さまは何 もなさいませんで した。 と
ころが、なぜマル コによる福音書 の著者 は、 この事を記録 しておいたので しょうか。 も しイエス さまに限界
があるな ら、隠す方 が良か ったで しょ う。 しか し著者 は、イエ ス さまの失敗 のよ うな このことを書き、イエ
ス さまが人 々の不信仰に驚 かれたことも書きま した。 それでは、 この福音書が示 したいこ とは何でしょうか。
イエス さまの限界を教 えて くれ るので しょ うか。そ うではないで しょ う。何 か他 の 目的があると思います。
エ
初代教会 の人 々は、矛盾 のよ うな状況 に置かれていました。彼 らが聞いた り読 んだ りしてい るイ ス さま
の言葉 には、信 じられないほどの奇跡 と福音 の勝利 が記録 されていま した。 しか し、彼 らの現実 は違 いま し
た。彼 らは彼 らの社会 か ら迫害を受けていました。ただ、ある程度 の差 はあ りま した。 ある場所は迫害が激
しくて、ある場所はそんなに激 しくあ りませんで した。教会 の成長 もみんな違 っていて、奇跡 が起こること
も違いま した。 ある教会は迫害があっても成長 しま したが、 ある教会は迫害が激 しくなくて も衰 えま した。
ある教会は迫害 か ら離れていま したが、冷た くもなく熱 くもない教会 とな りま した。 このよ うないろい ろな
状況 は、初代教会 の信者 の信仰 を揺 らして、かい離 に陥 らせた と思います。 このよ うな彼 らにとつて、今 日
の福音書 は、大きな力になって くれた と思います。イエス さまもおできにな らないこ とがあったとい うこと
エ
を、私たち とは違 って受け入れたで しよ う。私 たちにとつて は大きな衝撃です が、彼 らにとつてイ ス さま
の失敗 は、慰 めになったか も しれません。迫害 と失敗によつて無力感 に陥 った初代教会 の信者 たちは、イエ
ス さまもおできにな らなかつたことがあるとい うことに同感 した と思います。
私 たちの信仰生活でも同 じで しよ う。 いつ も良い面だけがあるのではないで しょ う。 い くつ かの理由によ
って、私 たちの信仰 が揺 らぐ時があ り、鬱 になる時もあ ります。 こんな時、私 たちは神 さまに不満を持 った
り、信仰について疑 つた りす ることもあ ります。 このよ うな私 たちを慰めて くれ るのは、奇跡や勝利 のメ ッ
セージだけではないで しょ う。偉大な預言者 たちも、いろい ろなことによつて揺れ、元気を失 うことがあつ
た とい う言葉 が私 たちを慰 めることがあ ります。彼 らも私たちと同 じだつた とい うこと、その ような彼 らを
神 さまが慰められ、回復 された とい うことが私たちに新たな希望を与 えます。
今 日の福音書が伝 えてい る、何 もおできにならなかつたイエス さまの姿 は、確かに成長 できず、無力感 に
べ
陥 ってい る初代教会 に大きな慰 めを与えたで しょう。 しか し、 これです てが終わるわけではあ りません。
エ
今 日の福音書の二番 目の部分 である7節 か ら13節 までの言葉 で、イ ス さまは、以前 のよ うに奇跡を行なわれ
ます。 イエ ス さまは付近 の村 を巡 り歩 いてお教えにな りま した。 そ して、弟子 たちを呼び よせて遣わ し、悪
霊を追い 出 し、油 を塗 つて多 くの病人を癒 させま した。 これ も信仰 の片側 です。慰 めだけでなく、回復 と成
の
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長、福音 の勝利 は、私たちの信者 といつまで も共にあ ります。今 日の福音書 は、信仰 の両側 姿 を私たち
示 しています。苦難 と勝利、病気 と癒 し、慰 めと復興 は、 この両側 の姿 を通 して、私 たちに真 の信仰 が何 な
のか を教えてくれています。 この御言葉 を通 して、信仰 のバ ランス を取 る皆様 にな ります よ うに。神 さまの
ー
慰 めと復興が皆様 と共にあ ります ように主の御名 によつて祈 ります。 ア メン

