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良薬は口に苦し
ルカ4:21〜 30/李 正雨師
人は聞 こえの良い言葉 だ けを聞きたい よ うです。それが 自分にどんな影響をもた らすかは、推測 もできま
せん。私 も違 ってい ない と思います。聞きたい言葉 が甘いのは、誰 にとって も同 じです。 ところが、私たち
が信 じて従 ってい る神様 の言葉 の 中にも、聞きやす くて甘い言葉 もあ りますが、聞き入れ難 い言葉 もあ りま
す。 いや、実は神様 の言葉 は変わ りあ りませんが、 自分が置かれてい る状況によつて、神様 の言葉は甘いこ
とも、苦 いこともあるとい うのが正 しい表現 だ と思います。 自分 の状況 によって変わる神様 の言葉を、私た
ちはどの ように受け入れなければ良いで しょうか。福音 を福音 として受け入れ るためには,私 たちはどん う
な姿勢 を取 らなければならないで しょ うか。私 は、今 日の福音書が これを教えてい ると思います。
今 日の福音書は先週 の福音書につ ながってい る言葉です。イエ ス様 によって主の恵 みの年 が告げられ、イ
エ ス様は これが実現 したことをお つ しゃいました。 この言葉はナザ レの会堂に集まっていた人 々を驚 かせま
した。先週 に申し上げま したよ うに、会堂 に集 まっていた人 々は、誰 もイエ ス様 のこ とを預言者や メシア と
しては思っていなかったか らです。それで彼 らは、イエス様 の前 でこ う言います。22節 の言葉 です。 「この
人は ヨセ フの子ではないか。」 ヨセ フの子 とい う言葉は、 どんな意味を持 っていたので しょか。 「お前 のこ
とは幼 い頃か ら見てきた。お前がイザヤのよ うに私たちの預言者 になれ るだろ うか」 とい う意味ではなかっ
たで しょうか。 この言葉を聞いたイエス様は、彼 らに聞いた言葉、彼 らの要求が何 だつたかを言われます。2
3節 の言葉 です。 「イエス は言われ た。『 きつ と、あなたがたは、 「医者 よ、 自分 自身を治せ 」 とい うこと
わざを引いて、 「カファル ナ ウムでいろいろなことをした と聞いたが、郷里 のここで も して くれ」 と言 うに
ちがいない。』」
この言葉 を通 して私たちが知 ることがで きるのは、ナザ レの会堂に集 まった人 々がイエスの教 えを聞 くた
めに集 まった ものではない とい うことです。彼 らはイエス様 がカファルナ ウムで行なったこ とを聞き、その
ことを自分たちにも行 つてほしい と会堂に集ま りま した。彼 らが望んだのは、イエス様 が行 なったこと、つ
ま り奇跡 だけで した。 カバ ナ ウムの話 は、ルカの福音書には書かれていませんが、マル コ福音書には詳 しく
書 かれています。 マル コによる福音書1章 と2章 には、その話について書かれています が、イエス様はカ ファ
ル ナ ウムで汚れ た霊に取 りつかれた男 とペ トロの しゅうとめの熱病、多 くの病人たちを癒 されま した。 これ
だけでなく、 旧約聖書 で汚れた病気 と定め られた重 い皮膚病 を患 つてい る人を癒 され 、中風 の人 も癒 されま
した。 このことによって、イエ ス様 のこ とはファルナ ウムだけでなくガ リラヤの一帯に広 が りま した。同 じ
ガ リラヤ地方であったナザ レの人 々 も、 このニュースを聞いたで しょ う。 それで彼 らは、イエ ス様 がご 自分
の故郷 に来 られ ると、 自分 のための奇跡 を要求 しま した。イエ ス様 が会堂で何 を読まれたのか、何を説教な
さつたのかには、興味があ りませんで した。 ただ 自分たちだけのための奇跡 を行 つてほ しい とい うこと。 そ
れがナザ レの会堂に集まつていた人々の要求で した。
しか し、 この要求 はイエス様 の聖書朗読 と短い説教には合わない もので した。先週、水曜 日の分かち合 い
に参加 された方 々は、よくご存知 だ と思いますが、 この言葉はイザヤ書61章 に書かれてい る言葉 であ り、イ
ザヤ書61章 の言葉 の中心は ヨベルの年 です。 ヨベルの年 とい うものは、7年 の安 ′
の年 が7回 過 ぎた後 の翌年
自、
に来る年 として、すべ てのことが回復 され る年です。例 えば、借金によって僕や雇 い人になった人々、い ろ
い ろな ことによって 自分 の土地や家 を売 つた人 々、 こ うい う人 々が 自由になることができ、 自分 の財産を取
り戻す ことがで きる年が、 ヨベルの年 です。 この ヨベルの年 が定められた理 由は、イス ラエル人皆が神様 の
僕 であ り、兄弟 だか らです。神様 の中で同等な人 々であるため、神様はすべ てが返却 され る ヨベルの年 を定
め られ 、 ご自分 の民に守 りなさい と命 じられま した。 しか し、皆様、一度考 えてみて くだ さい。果た してこ
の ヨベルの年 が、イ ス ラエル人 の生活で実現 したことがあったので しょ うか。隣人 の土地を自分 の ものに し
た人 々、隣人たちを自分の僕に した人々は、 ヨベルの年 を守 ったので しょ うか。そ うではないで しょう。

私 たちが暮 らしてい るこの世界で も同 じで しょ う。貧 しい人 々は続けて貧 しく暮 らし、お金持ちは続けて
豊かに暮 らしています。過去には、親 の借金 も子供たちが返済 しなければな りませんで した。富だけが譲 ら
れるこ とではなく、貧困も譲 られま した。 このよ うな ことによって、貧 しく生きてい る人 々、貧困な生活に
よって公平な機会 を得 られない人 々、僕や雇 い人 として生まれた人々、 このよ うな人 々に回復 があるのだ と
い う制度 が ヨベルの年 で した。そ してイエス様は この ヨベルの年、すなわち主 の恵みの年 を告げ られま した。
一度 も成 し遂げ られなかった ヨベルの年 がイエス様によって成 し遂げ られ るとい うことです。 これは単にユ
ダヤ人に限 られてい るのではあ りません。ユ ダヤ人を越えて異邦人にも、 この ヨベルの年 の良い知 らせが伝
えられ、成 し遂げ られ るのです。イエス様 によってすべ てのことが回復 し、私 たちを縛 つてい ることか ら自
由になるのです。 しか し、ナザ レの会堂に集まっていた人 々は、 この教 えを受け入れませんで した。イエス
自、
子」 と皮 肉を言いま した。そ してイエス様 にカファルナ ウムで行
様 の教 えを聞いて、イエス様に 「大工の′
「
ったことを求めま した。 お前が他 の町で行 つたことを郷里でも行 うこ とがふ さわ しいこ とだ」 とい う態度
で した。
す るとイエス様 は、 ご 自分 が歓迎 されていないこ とを話 され 、エ リヤ とエ リシャの話をなさいます。 この
言葉 は、今 日の福音書25〜 27節 に書かれている言葉 です。 エ リヤはシ ドン地方 のあるや もめだ けに遣わ され、
彼女だけを世話 し、エ リシャはシ リアの人ナアマ ンだけを癒 した とい うお話です。 ここで、シ ドンとシ リア
は、イ スラエルではなく異邦 の地域です。 そ してこのイエ ス様 のこの言葉 には、前提 とされたことがあ りま
した。 これは 「イ ス ラエル には多 くのや もめ、多 くの重 い皮膚病者 がいたが」 とい うことです。イス ラエル
のために遣わされた預言者 たちが、イス ラエル人ではなく、異邦人を癒 した とい うことがイエ ス さまのお話
で した。つ ま り、 ヨベルの年 を告げ られ 、 ヨベルの年 の中心 となったご自分 を受 け入れない所 では、神様 の
恵みが実現 しないことをおっしゃつたのです。主の恵みの年 は、イエス様を受け入れ る所で実現す るのです。
これを聞いた会堂内の人 々は、みんなが憤慨 しま した。彼 らはなぜ憤慨 したので しょ うか。 い くつかの理
由があったで しょ う。大工の息子に過ぎない人が 自分 の要求を聞いて くれなかった とい うこと、 自分 たちを
教 えよ うとして聞きたくない話 をした とい うこと、異邦人 の話を した とい うこと、そ してイエス様 の言葉 に
何 の反論 もできなかった とい うことなどが彼 らを憤慨 させたので しょ う。それで彼 らは、イエス様を殺そ う
とします。 あま りにも変な反応ですね。追い出す のではなく、殺 そ うとしたことは、彼 らが どれだけイエ ス
様を無視 していたかを示 してい ることだ と思います。29節 の言葉 です。 「総立ちになつて、イエスを町の外
へ追い出 し、町が建っている山の崖まで連れて行き、突き落 とそ うとした。」
私はイエ ス様 の言葉、福音 とい うものは、時 によつて、状況 によって変 わると思います。言葉 と福音 自体
が変わるのではなく、私たちが 自分 の状況や環境 によって言葉 と福音を違 って受け入れ るのです。ナザ レの
会堂の人 々にも、 ヨベルの年 の言葉 は必要で した。すべてを回復 し、 自由にす る ヨベルの年 の言葉 は、誰 に
で も必要な言葉 で した。 しか し、奇跡 だけを望んでいた彼 らに、 自分たちの利益 だけを求めていた彼 らに、
ヨベルの年 の言葉 が簡単に受け入れ られ ることはあ りませんで した。私 たちの福音 も同 じで しょう。福音 は
いつ も神様 の恵み と回復を語 つていますが、時 と状況 によって、福音 はこの世 の価値、人間の欲 などとぶつ
か ります。そ してナザ レの人 々が激 しく憤慨 したよ うに、今 で も福音 は、世 の中でこの よ うな反応 を生み出
します。 この世は より福音を無視 し、追い出 し、憤慨す ることもあ りますが、福音は無 くな りません。圧迫
と迫害を受 けてい る人,貧 困 と悲 しみの中にい る人,主 の恵みの年 が必要な人 々に、福音 は大きな勇気 と希
望を与えるのです。
今 日の福音書 の最後 の節 には、 「イエスは人 々の間を通 り抜 けて立ち去 られた」 と書かれています。イエ
ス様は、奇跡を望 んだ人 々の 目の前で奇跡を起 こされま した。 ご自分を殺そ うとしてい る人 々の間を通 り抜
けて去 られる奇跡。 この奇跡 がナザ レの人 々が体験 した奇跡 で した。神様 の言葉 はある人には嬉 しい奇跡 に
な り、ある人には皮肉なことにな ります。同 じ言葉 も受け入れる人 によつて変 わ ります。良い土地に落ちた
神様 の言葉 は100倍 、60倍 、30倍 の実を結びます。苦い言葉 も、良薬 として受け入れ る人は、 この言葉によっ
て良い実が結ばれるのです。神様 の言葉 が皆様 を回復 させ 、 自由に して くださいます ように。主の恵みの年
の祝福 が私 と皆様 の生活に臨みます ように、主の御名 によつて祈 ります。 アー メン

