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朽ちることない命のバン
ヨハネによる福音書6:24〜 35/李 正雨師
漫画を ドラマ に した ウェブ ドラマの中で、 「孤独なグル メ」 とい うドラマがあ ります。2012年 か らテ レビ
東京で放送 している ドラマです が、 この ドラマの内容は、食 べ物を食 べ ることについてのことです。 ドラマ
の主人公は、職業上、多 くの地域 に出張をします。そ して仕事 が終 わった後、出張に行 った地域 の食堂で食
事をします が、 この食事 に関す るい ろい ろなシー ンを見せ るこ とが、 この ドラマ の主な内容です。食堂 と食
堂 の主人 の姿、様 々な料理 と食 堂 の中の人 々の姿、食事をする主人公 の姿 と食事に対す る感想 などが、 この
ドラマの内容です。 このよ うに簡単な内容で構成 されてい る ドラマです が、今年、シーズ ン9ま で出て来るほ
ど、大きな人気を集 めています。 この単純な ドラマが人 々に好評 を受けてい るとい うこと。 これが示 してい
るのは何 で しょ うか。食べ るとい うことが、それ ほど私たちの生活 の中で大事であるとい うことではないで
しょ うか。
今 日の福音書は、私たちの生活の中で大切 に思 っている食べ るとい うこ とを取 り上げています。イエス さ
まはご自分に従 つて集 まった多 くの人 々に、パ ン五つ と魚2匹 でふるまいます。集まった人 々は5000人 であ り、
彼 らが満腹になって残 つたパ ン くずは、12の かごのいっぱいにな りま した。イエ ス さまはこの しるしを通 し
て、 ご 自分 が誰なのか を示 されま したが、人 々は、イエス さまが誰 なのかについては、大きな関心を持ちま
せんで した。イエ ス さまが行われた奇跡だけを見て、イエス さまを王に しよ うとしま した。 ここで、イエス
さまは彼 らか ら離れ られま した。彼 らの関心が、 自分 のた めのこ とだけにあったか らです。 しか し、奇跡 を
味わった人 々は、イエ ス さまが 自分たちか ら離れることを願 いませんで した。彼 らはイエ ス さまの弟子たち
が船 に乗 つて出かけたことに気 づ き、イエ ス さま と弟子たちを探 しにカファナ ウムに行 きま した。そ してカ
ファナ ウムでイエ ス さまと出会いました。
イエス さまはご自分 の ところに来た人 々にこ う言われます。26節 の言葉 です。 「イエ スは答 えて言われた。
『 はつき り言 つてお く。あなたがたがわた しを捜 しているのは、 しるしを見たか らではなく、パ ンを食べて
満腹 したか らだ。」イエス さまは、人 々が、なぜ ご自分を訪ねてきたかをご存知 で した。彼 らは満腹 したの
で、イエス さまを捜 したのです。満腹 したか らだ とい う言葉 は、一 日の糧 を求めることとは違 うことだ と思
います。イエ ス さまの助けが必要なので、来たのではなく、 自分 の腹 を満腹にす るために、すなわち欲 を満
たすために、イエス さまを捜 したのです。彼 らには 目的があ りま した。 自分たちのために、 自分たちの計画
を実現 させ るために、イエス さまを王にす ること。それが彼 らの 目的で した。
このよ うな 目的を持 つて、 ご 自分を捜 して きた人 々に、イエス さまは、朽 ちる食 べ物 のために働 いてはな
らない と言 われます。彼 らの 目的は、 この世 にあ りま した。大義名分 としては、 ローマか らの独 立 と自分 の
国の繁栄 だったで しょ う。 しか し、彼 らの中には、 自分たちの出世 と成功 に対す る欲 もあつた と思います。
彼 らは 自分たちの大義 と個人的な欲 、両方 を成 し遂げて くだ さるメシアを待 つていま した。 そ してパ ン五つ
と魚2匹 で5000人 を食べ させたイエ ス さまを見ると、彼 らは、イエスを自分たちの王 にしよ うとしました。イ
エスであれば、 自分たちのためのメシア として適切 だ と思 つたか らです。 しか し、イエ ス さまは彼 らの王 に
なることをお断 りにな ります。肉的な ことは、朽 ちるしかないか らです。それは正義 を行 うことがで きず、
人 の命 を救 うこともできず、永遠 の命 を与えることもできません。イエ ス さまは朽ちる肉体 のために、 この
世 に来 られたのではあ りません。一つの国のために来 られたので もあ りません。みんなの救 いのために、す
べての人に永遠 の命 を与えるために、 この世に来 られま した。 だか ら、彼 らの考 え、彼 らの願 いは、神 さま
の御 心 と合 わないこ とで した。それでイエス さまは、彼 らに朽 ちる食 べ物 のためではなく、いつ までもな く
な らない永遠 の命 に至る食べ物 のために働 きなさい と言われます。そ して、 これ こそ、人 の子が人々に与え
る食べ物であると言われます。
ルカ による福音書 12章 22節 で 、イエ ス さまはこの よ うに言われます。 「イエ ス は弟子たちに言 われた。
『 だか ら、言 つてお く。命 のことで何 を食べ ようか、体 のこ とで何 を着 ようか と思い悩むな。』」 この言葉
の意味は、肉体を大切 に思 ってはい けない とい うことではあ りません。 肉体 のためだけに、肉体 を満腹にす

るために生きてはい けない とい うことです。イエス さまは、肉体 の王 になることを断 られま した。 も し肉体
の王 になることをお望みになった ら、力 のないお とめか ら生まれなかったで しょ う。ヘ ロデ の官殿、もしく
は、 ローマ皇帝 の宮殿 で生まれたで しょ う。その方 がイエス さまの道を伝 えた り、イエス さまが人々の王 に
なった りす るこ とに、もつと容易 だったで しょ う。 しか し、イエス さまは ご自分を低 くして、低 い人 として
生まれました。イエス さまが低 い人になられた とい うのは、人 々の肉体 のためにこの世 に来 られたとい うこ
とではないでしょ う。 自分に従 う人を満腹 させ るために、朽ちる食べ物 のために来 られたので はあ りませんc
神 の仕事 を行 うために、人 々に神の業績 である自分 に続 くために、 この世 に来 られま した。今 日の福音書29
節 の言葉 です。 「イエ スは答 えて言われた。『神 がお遣わ しになった者 を信 じること、それが神 の業 であ
る。』」
このよ うなイエ ス さまの言葉 に、人 々は じるしを求めます。 自分たちが信 じることができるしるしを行 つ
て くだ さい とい うことです。 30節 の言葉 です。 「そ こで、彼 らは言 つた。『 それでは、わた したちが見てあ
なたを信 じることができるよ うに、 どんな しるしを行 つてくださいます か。 どの よ うな ことをしてくだ さい
ますか。』」私 たちの 目か ら見ると、 この言葉を理解す るのが簡単ではない と思 います。 なぜ なら、イエ ス
さまは続けて、人 々にしるしを行なってお られたか らです。悪霊 に取 りつかれた人 々 と病人を癒 し、パ ン五
つ と魚2匹 で5000人 を食べ させました。それ にもかかわ らず、人 々はイエス さまにしるしを要求 します。 しか
し、も し私たちが 当時の状況 の 中にいたな ら、私 たちは、なぜ人 々がイエス さまに しるしを要求 したかが分
かつた と思います。彼 らが望んだ しるし、特別 なじるしが別にあったか らです。
31節 で、人 々はイエ ス さまにこう言います。 「わた したちの先祖 は、荒れ野でマ ンナを食 べ ま した。『天

か らのパ ンを彼 らに与えて食 べ させた』 と書いてあるとお りです。」人々は、い きな り自分 たちの先祖 が荒
野 でマ ンナを食べたことを言 います。イエ ス さまの しるしを望んでいた人 々が、先祖 のマンナに言及す る理
由は何で しょ うか。 当時の人 々に伝わつた ミドラー シュとい う説教 ・解釈集 では、 「最初 の救い主がマ ンナ
を下されたよ うに.… 最後 の救い主もマ ンナが下 されるよ うになさる」 と書かれていたそ うです。つ ま り、メ
シアがこの世 に来 られた ら、その証拠 として、イス ラエル に改めてマンナが下 され るとい うことです。 この
よ うな教えは、当時の人々に広が ってお り、 これを信 じていた人 々は、イエ ス さまに、 「マ ンナ」 とい うし
るしを要求 したのです。 「マンナ」 とい うしるしこそ、メシアかメシアではないか を区別す るこ とができる
しるしだったか らです。
しか し、イエス さまは、 この よ うな要求が妥当ではないことを言われます。 まず、当時の人 々が知ってい
たよ うに、モーセが天のパ ンを与えたので はなく、神 さまが天 のパ ンを与えてくだ さったか らです。そ して、
神 さまが与えられたパ ンは、単 に人 々の腹を満腹 させ るための ものではあ りませんで した。何 の食べ物 がな
い荒れ野に降ったマ ンナは、荒れ野 の人 々にとって命 とも同じで した。 マ ンナが降 らなければ、彼 らは飢え
て死ぬ しか あ りませんで した。神 さまは命 のために、天 のパ ンを与えられたのです。 これ と同 じよ うに、神
さまはイエ ス さまをこの世 にお遣わ しにな ったことも、命 のためで した。人 々の腹 を満腹 させ るために、
人 々の欲 を満たす ために、イエ ス さまがこの世に来 られたのではあ りません。私 たちの救 いのために、私た
ちの永遠 の命 のために、イエ ス さまはこの世に来 られました。 だか ら、今 日の福音書 の人 々の要求はふ さわ
しくあ りません。神 さまはご自分 の子供たちのために朽ちる食べ物を与えられないか らです。神 さまの子供
たちが与えられるものは、命 のパ ンだけです。
今、私たちの時代は、食べ ものが豊 かな時代です。食べ物 が多 くて、時には、健康 のた めにダイエ ッ トを
することもあ ります。 しか し、まだ私たちは肉的な もの、 自分を満腹 させ ることに縛 られています。高 くな
ることを願 い、支配す ることを願 い、出世す ることを願 います。すべ てが神 さまの教えではなく、自分に当
て られています。 これ らの欲 は、私たちが命 のパ ンを食べ ない よ うにす るのです。私たちは、イエス さまに
従 うことを妨げるのです。荒野に下つた天のパ ンも、必要な分以上を集 めると腐 りま した。欲 は天のパ ンも
腐 らせます。イエス さまは、 「朽 ちる食 べ物 のためではな く、いつ まで もな くな らないで、永遠 の命 に至る
食 べ物 のために働 きなさい」 と言われま した。朽ちることない命 のパ ンのために働 く皆様 にな ります よ うに。
命 のパ ンであるイエス さまに従 つてい る皆様 に、永遠 の命 が与え られます よ うに、主 の御猛 によって祈 りま
す。 アー メン

