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私は体が丈夫な方 です。 ところが、最近、少 しずつ体のバ ランスが崩れてきていることを感 じま した。特
に目に トラブルが生 じま した。以前 よりも小 さい字 が見 にくくな り、文字が小 さい本や記事を読むためには、
日に力を入れ て読む よ うにな りま した。老眼が始まつたみたいだ と思います。見ることが少 し不便にな り、
日は本当に大事なものだ とい うことが分 か りま した。今 日の福音書は、 この 目に関連 がある言葉 です。今 日
の福音書には、 日に障害がある、 目が見 えない人が登場 します。そ して福音書 には、彼 の名前はバルテ ィマ
イだ と書いてあ ります。今 日の福音書46節 です。 「一行 はエ リコの町に着 いた。イエ スが弟子 たちや大勢 の
群衆 と一緒 に、エ リコを出て行 こ うとされ た とき、テ ィマイ の子 で、バルテ ィマイ とい う盲人 の物乞いが道
「
端に座 つていた。」 ここで、バル はアラム語 で子 とい う意味であ り、ティマイは人 の名前です。 テ ィマイ
の子」、 これは彼 が当時に呼ばれていた名前 のよ うなもので した。
一般的 に子供 の名前をつ ける ときは、い ろい ろ考えた り、工夫 した りしますね。私 も多 くの工夫を して、
二人 の子供 の名前をつ けま した。長男であるサ ンユ ンは 「お互 いに真実にしなさいJと い う意味です。次男
のサ ンフは 「お互 い に厚 くな りなさい」 とい う意味であ り、三男 のサ ンオンは 「お互 いに穏やかにな りなさ
い」 とい う意味です。イス ラエルの文化 で も、子供 に名 をつ けることは、大事 に思われていま した。 だか ら、
イス ラエルの親 たちは、子供 の名前をつ けるとき、神 さまの御名 と関連づ けて作 りま した。例 えば、エ リヤ
の名前 の意味は 「私 の神は、ヤハ ウェ」 とい う意味です。イザヤ は 「ヤハ ウェは救 い」 とい う意味であ り、
ダニエル は 「ヤハ ウェは私 の裁判官Jと い う意味です。 ところが、今 日の福音書 に登場 している人は、ただ
バルテ ィマイ と呼ばれています。彼にも名前はあるで しょ う。 しか し、聖書 は彼 をティマイ の息子だ と紹介
してい るだけです。
そ して彼は、物乞 い として紹介 されています。彼 が物乞い をす ることになったのは、多分体 に障害がある
か らだ と思います。 当時のユ ダヤ人 の社会 では、体 に障害があることは良くない と思われていま した。 ヨハ
ネによる福音書9章 で も盲人 の話 が書かれていますが、その話を通 して、私 たちが知 ることができるのは、障
害 についての人 々の認識 が 良くなかった とい うことです。 ヨハネ による福音書9章 2節 にはこ う書かれていま
す。 「弟子 たちがイエ スに尋ねた。『 ラ ビ、 この人が生まれつ き目が見 えないのは、だれが罪 を犯 したか ら
です か。本人です か。 それ とも両親 です か。』」イエ ス さまの弟子たち も障害 の根源 を罪か ら探 していま し
た。本 当に障害 について無知 の時代で した。 そのため、今 日の福音書 に登場 しているバル テ ィマイも、良く
ない扱 い を受けなが ら生きていたのだ と思います。 しか しイエ ス さまは、 この無名 の盲人 の物乞いを通 して、
私たちに大切な言葉を教 えて くだ さいます。
先 々週か ら私たちは、マル コによる福音書10章 の言葉をもって分かち合 つています。先 々週は、イエス さ
ま と金持ちの男 との会話を通 して 「永遠 の命 とお金Jに ついての教 えを聞きま した。先週 は、イエス さまと
弟子たちとの会話 を通 して、 「地位 と権力」 についての教 えを聞きま した。そ して今 日は、マル コによる福
音書 10章 の最後 の言葉 をもつて、バルテ ィマイ とイエス さまの会話についての教 えを学 ぼ うとしています。
先 に申し上げたよ うに、バル テ ィマイは盲人であ り、物乞 いで した。彼 の都合 は悪かったのです が、誰 も彼
に気を使 つて くれませんで した。 そんなバルテ ィマイに 「ナザ レのイエスだ」 とい う言葉 が聞 こえて きま し
た。す ると彼は、叫び始めま した。47節 の言葉 です。 「ナザ レのイエ スだ と聞 くと、叫んで、『 ダ ビデ の子
イエス よ、わた しを憐れんで くだ さい』 と言い始めた。」
彼 が叫んだのは、おそ らく物乞い をしなが ら、イエス さまの奇跡 の話 を聞いたか らだ と思います。彼 は、
自分 のこ とをイエ ス さまに知 らせ るために、叫んでイエス さまを呼びま したc多 くの人が叱 りつ けて黙 らせ
ようとしま したが、彼は叫ぶのを上めませんで した。そ して彼 の望み通 りに、イエ ス さまは彼 の声を聞かれ

ま した。イエス さまはバルテ ィマイを呼んで来なさい と言われま した。人 々はイエ ス さまの言葉通 リバルテ
ィマイを呼び、彼は急いでイエ ス さまの ところに行きました。50節 の言葉です。 「盲人 は上着 を脱ぎ捨て、
踊 り上がってイエスの ところに来た。」
私は、一度 この場面を想像 してみま した。イエ ス さまに呼ばれたバルテ ィマイは、 どの ようにしてイエ ス
さまの ところに行 つたかを考えてみま した。多分 目が見 えないか ら、転んだ り、イエ ス さまが どこにい らっ
しゃるか と尋ねた りしたで しょ う。人 目などは気に しなかったで しょ う。人 々が 自分 のこ とをどう見ても、
自分 の姿が どう見 えても気にせず 、彼 はイエス さまの ところに行きま した。 さらにもつ と驚 くべ きことは、
彼 が上着を脱ぎ捨 てて、イエス さまの ところに行 つた とい うことです。物乞 いにとつて上着は、非常 に大事
なもので しょう。当時は、物乞い をして小銭 を受けるとき、上着を地面に広げて受けたそ うです。そ してパ
レスチナ地域 は、昼 と夜 の気温 の差が激 しかったのです。 もちろんエ リコが他 の地域 と比べて、暖かい地域
だ と言 つていますが、野宿す ることもある物乞 いには、上着 は絶対的に大事なもので した。 ところが、イエ
ス さまのお呼びにバルテ ィマイは、上着 を脱ぎ捨て、人 目も気にせず、イエ ス さまの ところに行きました。
私は この場面を想像 していた ところ、弟子たちが呼ばれた時の場面 も一緒に思い浮かびま した。彼 らも、
イエス さまか ら召 されたとき、すべてを捨てて、イエス さまに従 いま した。漁師だったペ トロ とアンデ レは、
自分たちの生業であった網を捨てて、イエ ス さまに従 いま した。 ヤ コブ とヨハネ は、 自分たちの生業だけで
なく、父ゼベ ダイも舟に残 して、イエスに従 ったとマル コによる福音書1章 20節 に書かれています。人 目を気
にせず、イエス さまに従 つたのです。彼 らだけでなく、他 の弟子たちも、生業を捨てて人 目を気にせず、イ
エス さまに従 いました。 ところが、先 々週 の福音書での彼 らは 「お金や財産」について敏感な反応を示 しま
した。そ して先週 の福音書で彼 らは、 自分たちの地位 について争 いま した。みんながイエ ス さまの両側に座
つて、人 目を引くことを望んだのです。
ノ
たOイ エ ス さまのお呼びだけによつてすべてを捨 て
弟子たちはイエ ス さまに召 された時 と変わつていま し
た彼 らは、イエ ス さまの両俣1に 座 ることを要求す る程度になって しまいま した。イエス さまの弟子になった
のが 自分たちの特権 であ り、地位 であるかのよ うに振 る舞 いま した。 イエス さまに召 され る前 の弟子たちの
ことを一度考 えてみて くだ さい。彼 らは無名 の者で した。イエス さまの愛弟子であるペ トロ、ヤ コブ、 ヨハ
子だ と呼ばれていました。 「ヨハネの子 シモ ン (ペ トロ)、 ゼベ ダイ の子ヤ コブ とヨハネ」 と呼
ネ も誰 々の慶、
ばれま した。 しか し、彼 らは一番上にな りたが り、仕 えられることを望みま した。
今 日の福音書51節 でイエス さまは、 「何 をしてほ しいのか」 とバルテ ィマイに尋ね られます。 このお尋ね
「
は、先週 の福音書 でヤ コブ とヨハネに言 われた尋ね と同 じものです。 このお尋ねにバルテ ィマイは 先生、
目が見 えるようにな りたいです」 と答 えま した。 このバルテ ィマイ の答 えは、ヤ コブ とヨハネ の答 えと妙 な
対照をな します。 自分 の栄光 のために、イエス さまの両側 を要求 した弟子たちと見ることだけを願 つてい る
バルテ ィマイの姿。 この言葉 がマル コによる福音書 10章 の最後 の言葉 として入 つたのは、弟子たちは、 どん
な状況になって も、真実 を見なければな らないか らだ と思います。欲は 目をくも らせます。真実 を見ること
ができないよ うにさせます。 だか ら、イエス さまの弟子である私たちは、欲に目が くらまない ように、いつ
も気をつ けなけれ ばな りません。
「行 きなさい。 あなたの信仰 があなたを救 った。」
しか し、バルテ ィマイは、 自分 の道を行 きませんで した。52節 の後半部では、 このよ うに書かれています。
「盲人 は、す ぐ見 えるようにな り、なお道 を進まれるイエ スに従 つた。」真実 に目覚 めた人は、 自分 の道に
々
この世
戻 りません。私 たちは、イエス さまに従 うとい うことが祝福 を受けるため、我 の財産を守 るため、
でゆった りと暮 らすためではない とい うことが分かっています。 だか ら、私たちも自分だけのための道には
エ
戻 りません。神 さまが私たちの信仰 と心を守 つて くだ さいます ように。真実 に 目覚 め、いつ も楽 しく、イ
ス さまに従 う私たちにな ります ように、主の御名 によつて祈 ります。 アー メン
52節 でイエス さまはバルテ ィマイに こ う言われます。

