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さて、おはようございます。第二礼拝へようこそ。遅くなりまして申し訳ありません。日曜日の朝は、二

つの礼拝があります。第一礼拝は、毎週の「聖書預言・アップデート」で、第二礼拝は説教です。聖書の

御言葉を、一節ごとに学びます。現在、ヘブル人への手紙に入っていますが、今日の聖書箇所は、第 11

章の 30 節と 31 節の 2 節だけです。その箇所を見れば、理由がわかります。ここにいらっしゃる方にお

願いですが、もし可能であれば、立っていただいて、私が読んでいるところを追っていただければと思い

ます。起立するのが無理なお方は、座ったままで結構です。繰り返しになりますが、今日は 2 節だけで

す。私は、ここをとても楽しみにしていました。30 節で、ヘブル人への手紙の著者が聖霊によって書い

ています。 
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30 信仰によって、人々が七日間エリコの周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。 

31 信仰によって、遊女ラハブは、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒

に滅びずにすみました。 

お祈りしましょう、よろしければご一緒にどうぞ。 

天の父よ、感謝します。主よ、私たちは今、あなたを必要としています。あなただけがおできになる方法

で、聖霊によって私たちの注意を引きつけ、持続させてください。そうすれば、今日、私たちに与えられ

た、あなたの御言葉に集中することができます。主よ、この二節だけで、あなたが私たちに示されたいこ

と、私たちに語られる言葉がたくさんあると信じています。ですから、主よ、私たちの人生に語りかけて

くださるあなたの御言葉に耳を傾けていきたいと思います。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 

ご着席ください。ありがとうございます。今日は、もし信仰を行動に移すことができたら、私たちのクリ

スチャンとしての人生がどれほど劇的に変わるかということについて、話したいと思います。 

今日の聖書箇所は、ヘブル人への手紙の著者が、私たちが信仰の殿堂と呼んでいるもののうちの、エリコ

の城壁を取り巻く行動を記しています。ちなみに、興味のある方は、ぜひやってみてください。私は、実

際にそうしました。先週、今日の学びの準備のために、記録ノートを振り返って見ていました。ヨシュア

記第 2 章とヨシュア記第 6 章、実際には、お望みならその間のすべてです。私たちは、2012 年にヨシュ

ア記を学びました。今から 9、10 年前です。私は、エリコで起きたことの記述に戻ってみました。ヘブ

ル人への手紙の著者が聖霊に促され、私たちのためにこの信仰の殿堂の中に記録したことは、非常に興

味深いことだと思います。再び、エリコを取り巻く「行動」という言葉を使いますが、すなわち、城壁が

どのように崩壊したかということと、元娼婦であり、—理由があってその言葉を使いますがー ラハブ

という名の女が、信仰を行動に移した結果、彼女が救われたことです。彼女の救いだけでなく、彼女の家

族全員の救いにもつながりました。この「信仰を行動に移す」ことについては、第 4 章の「福音が伝えら

れること」のところで話しました。第 4 章 2 節を読ませてください。 
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2a というのも、私たちにも良い知らせがえられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには、

聞いたみことばが益となりませんでした。 

それは彼らにとって何の役にも立たず、全くの時間の無駄でした。なぜか？ なぜなら、 
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2ｂみことばが、聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。 

この点に関して、私が今まで聞いた中で最高の例えは、水素と酸素を混ぜるとどうなるか、というもので

す。水素はそれ自体が水素に過ぎず、酸素も、それ自体は酸素に過ぎません。しかし、水素と酸素を混ぜ

ると、水素分子が酸素と反応します。そして、既存の分子結合が切れると、酸素原子と水素原子の間に新

しい結合が形成されます。この反応により、エネルギーが爆発的に放出され、よく知る、水が生成されま

す。これは私たちにも当てはまります。このように、私たちが神の御言葉と信仰を混ぜ合わせるとき、私

たちの人生に神の約束を所有することで、人生に結果がもたらされるのです。そして、これが今日、エリ

コに関して話したいことなのです。 
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同じように、信仰はそれだけでは、行いが伴わないなら… 

…どうなると書いていますか？ 死んだもの、価値がない、使いものにならない。信仰はそれ自体だけで

はなく、行動を伴わなければなりません。行動が伴うことが必要です。そうでなければ、価値がなく、何

の役にも立たないのです。その章の後半では、信じられますか？ 聖霊によってヤコブは、行動が伴う信

仰を説明するために、今日の箇所の、ラハブという遊女を言及しています。これを聞いてください、25 節

です。 
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25 同じように、遊女ラハブも、使者達を招き入れ、別の道から送り出したので、その行いによって義と

みとめられたではありませんか。 

そして彼はこう言います、聞いてください。 

26 からだが霊を欠いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを欠いては死んでいるのです。 

わぁ！ ああ、もっと良くなりますよ。このラハブは、ヤコブが信仰と行動が伴った例として挙げただけ

でなく、実は、世の救い主の系図に入っていると言ったら、驚きますか？「...なに？！」「遊女が？！」 

マタイ第 1 章です。彼女が他の女性と仲良く付き合うことも、ユダヤ人にとっては考えられないことで

す。それだけでも、特にユダヤ人にとっては考えられないことです。そして、タマルという名の別の女性

もです。タマルが誰だか知っていますか？ では、彼女が誰なのか教えましょう。彼女はヤコブの義理の

娘です。ヤコブに息子が何人かいて、長男がタマルと結婚しました。すみません、ヤコブではありません。

すみません、ユダです。ところで、それが鍵です。ユダです。イエスはユダの血筋です。ユダには三人の

息子がいます。長男がタマルと結婚したが、死にました。当時の習慣では、長男が結婚して死ねば、ユダ

は次男にその妻をめとらせ、名前を継がせなければなりません。彼女との間に生まれた息子は、実際には

長子となります。弟は、兄のための息子を残したくなかったので、その様に振る舞ったところ、神は弟を

殺されます。聖書に書いてあります。神は次男を殺してしまいました。ユダには、もう一人の息子しか残

ってません。ユダはこんな感じです。 

「えっと、三男はちょっと待ってくれないかな…。あなたと結婚した最初の二人の息子は死んでしまっ

たから、ちょっと延期してもらえるかな…？」しかし、ユダは、三男をタマル与えなければなりませんが、 

彼はそうしませんでした。それで、タマルはどうしたのか？ ユダはタマルを実家に帰らせますが、ある

とき、ユダが町に来ることを聞きます。そこで彼女は遊女に変装してユダを誘惑し、双子を妊娠します。 

ユダはそのことを知りません。これは、聖書の中でも最も強烈な記述の一つです。なぜなら、ユダがそれ



を知ったとき、タマルはユダに、こう言うのです。「あなたは私に、三男を与えなかった。私には、あな

たの子どもが宿っています。実は一人ではなく、双子の男の子です。」これは、当時の風習としてすぐに

出てきます。この話をするのには理由があります。双子が生まれたときの習慣として、始めに出たこども

の手首に緋色の糸を結んで、長子の目印にしていたのです。いざ、双子の男子が生まれる時になって、ゼ

ラフの手が出てきて、助産師が手首に緋の糸をつけましたが、また中に入ってしまいます。いったい、ど

うしたんだ？ そして、双子の男子が生まれますが、一人目は、本当の長子ではありません。なぜなら、

長子には緋色の糸が結び付けられているからです。ここでも、そのことが影響していきます。さて、なぜ

私がタマルの話を持ち出すのか？ なぜなら、ラハブのように、タマルも世の救い主の系図に含まれて

いるからです。ここからが本題です。この信仰の殿堂に何人入っているか数えてみると、十七人になりま

す。私では、この同じ十七人は思いつかなかったでしょう。その中にラハブは含まれていなかったと断言

できます。私なら、ラハブを信仰の殿堂には入れませんでした。つまり、他にも多くの神の男性と女性が

います。信仰によって、彼らはこれをし、あれをしました。ヘブル人への手紙の著者は、公平に見て、そ

のことを示唆しています。彼は基本的にこう言おうとしてます。来週か再来週に御心であれば、お話しし

ます。 

「聞きなさい。私には上げる例がないのではなく、時間がないのです。」と。（へブル 11:32 参照） 

信仰の殿堂に入るべき全ての人々を話すには、時間が足りないのです。しかし、この信仰の殿堂の中に、

ラハブが入るというのが、興味深いと思いませんか？ 本当に？ どうしてですか？ その理由を見て

いきましょう。今日の箇所に戻ります。これから見るのは、彼らがどのように、—私はこの言葉「行動」

を、十分に強調し、力説し、訴えれませんがー信仰に伴う「行動」が、どのように驚嘆すべき奇跡をもた

らしたかを見ることになります。奇跡です。イスラエルの民に奇跡が起きただけでなく、ラハブとその家

族全員が救われたのも、すべては信仰を行動に移したからです。さて、次のことは、私たちの信仰に足を

踏み入れることに関連する、二つの重要な真理です。さて、次のことは、私たちの信仰に足を踏み入れる

ことに関連する、二つの重要な真理です。これは、お許しいただきたいのですが、信仰を口にするという

ことです。それとも、その逆でしょうか？ 私は完全に間違いました。要点はわかりますよね。あなたの

口があるところに、あなたの信仰を置く。あなたには信仰がありますか？ あなたの信仰を、行動で示し

てください。あなたも聞いたことがあると思いますが、表現としてこっちの方がいいでしょう。ご辛抱く

ださりありがとうございます。「行動は、言葉より雄弁」なんでそんな目で見るの？ 聞いたことあるで

しょう？ 行動は言葉よりも雄弁である。真理です。そして、私たちもそれを見ることになります。行動

は言葉よりも雄弁です。しかし、信仰と混ぜ合わせ、自分の信仰に足を踏み入れることがない限り、行動

はありません。そして、それが彼らがしたことです。その結果、何が起こりましたか？さて、ここにはい

くつかの問題があります。実際には 2 つ以上の問題があるのですが、最初の問題は、「言うは易し、行う

は難し」ですよね。もし私たちが自分自身に正直であるならば、信仰に足を踏み入れ、信仰と行動を結び

つけることは、言うのは簡単だが、行うのは難しいということを認めざるを得ないでしょう。その理由

は、前提条件があるからです。言ってみれば、第一に信仰に足を踏み入れ、信仰を行動に結びつけるには、

何があっても主を信頼することです。それが信仰というものです。盲目的な信仰ではありません。それは

知的な信仰です。神を信頼し、神の御言葉を信じることです。「私はただ、信仰で一歩踏み出します！」 

というようなものではありません。ちょっと待ってください。なぜですか？ それは、神が御言葉で約束

してくださったからです。神は御言葉でおっしゃいましたし、神は御言葉で私に命じられました。今、私



は自分の信仰に足を踏み入れなければなりません。そうでなければ、ヤコブも言っているように、私は神

の御言葉を聞いているだけの者に過ぎません。私は行う者ではありません。なぜなら、行動を起こしてお

らず、信仰に行動を結びつけなかったからです。信仰は聞くことによって始まり、聞くことは神の御言葉

によって得られます。しかし、その信仰は、行動、行いを伴っていなければ、あなたにとって価値のない

ものです。それは死んだものです。御霊と同じで、御霊のいない肉体は死んでいるのです。肉体を離れ、

主のもとへといく。それは体であって、死んでいるのです。もし、御霊が体の中にあり、行いが信仰と伴

っていれば、それは生きています。しかし、行動の伴わない信仰、働きの伴わない信仰、行いの伴わない

信仰は、死んでいます。あなたの信仰を行動で現してください。行動は、言葉よりも雄弁に語るからです。

さて、これらの問題について話しましょう。それらに対処しましょう。実際に解決しましょう。最初の問

題は、30 節にあり、「全く理解できない時」です。信仰を行動に移すことが最も困難な時の一つは何かと

聞かれたら、これに尽きるでしょう。それは、行動を必要とする信仰が全く意味をなさない時です。実際、

意味がないだけでなく、自分の周りのすべて、自分が知っているすべて、自分が言われているすべてのこ

とが矛盾しているように思えます。イスラエル人達もそのような状況でした。さて、私たちは何が起こっ

たのかを知っています。私はこれを「物語」と呼ぶのは好きではありません。なぜなら、それはほとんど 

フィクションのように聞こえるからです。物語ではありません。実話を基にした話でもなく、”実話”なの

です。これは、神の御言葉に記録されている通り、実際に起こったことなのです。このような命令を受け

ることを想像できますか？ そこで主は…、ところでこれは、主ご自身であり、ベツレヘムで誕生される

前の顕現/イエスの現れです。これは重要なことで、これからその理由を見ていきます。これはイエスが

ヨシュアに命じて、祭司と共に、契約の箱を持って、毎日、エリコの周りを行進させ、七日目には、七周

行進させているのです。さて、私はヨシュアです。主から、これがあなたの行進命令だと言われました。 

私はイスラエルの民に、これがエリコを攻略する方法だと伝えに行かなければなりません。「私たちは毎

日、街の周りを歩いて行進して、七日目には七周行進して、そして、神がエリコを我々の手に渡してくだ

さるのだ」「えっと、ヨシュア…、モーセの立場に立ち、後継者になるのは大変だし、最近、多くのプレ

ッシャーもあっただろう。お前は神の声をちゃんと聞けていなかったに違いない。まさか、冗談だろ？ 

まず、祭司は戦場に出ることはないと言われている。」それが、一つ目の問題です。 

二つ目の問題、「我々は、契約の箱を戦場に持って行ってはいけない。これが、神からの命令であるはず

がない。」二つ目です。そして、三つ目の問題はどうでしょう？「我々は、安息日には、何もしてはいけ

ないことになっているのに、安息日である七日目に、七周も行進すると言うのか？それは主であるはず

がない。全く理に適っていない。我々が命じられてることすべてに矛盾している。」 

そこで、イエスの出番です。なぜなら、イエスは律法を成就しておられるからです。イエスは安息日を成

就されました。イエスは大祭司、私たちの大祭司としての役割を成就されました。イエスは契約の箱の成

就です。これで解決です。これで解決しました。えっと…まだまだ、信仰が必要ですね想像できますか？ 

高さ 10 メートルもあると言われている城壁のある街の周りを行進しているのです。彼らは、行進命令で

何と言われましたか？街の周りを行進するときは、一言もしゃべらず、悪口も言わず、無駄口も言わず、

何もしない。完全沈黙！ それは興味深い詳細ですね。繰り返しになりますが、あなたが何を言うかでは

ありません。あなたが何をするかなのです。あなたの行動が、大きな声で語っています。言葉ではありま

せん彼らに、あなたがたの行動を見せたいのです。なぜなら、すぐにわかりますが、エリコの人々は、 

恐怖で身動きが取れなくなっていたのです。それが私が思いつく唯一の説明です。なぜなら、家が建つほ



どの広さがあった城壁の上で、1 週間も時間があったのですから。ちなみに、そこにラハブが住んでいま

した。彼女の住居は城壁の中にありました。ロケーションの話。場所、場所、場所。最悪の場所ですが、 

それでも彼女は救われました。それは厚い壁です、中に家もあります。10 メートルの高さです。街の周

りを行進しているわけですが、特に高所恐怖症の人は「下を見るな」と言われますよね？もし私がイスラ

エル人だったら、上を見てはいけないと思います。なぜなら、あの城壁を見上げれば見上げるほど、その

高さは増していくからです。そして、それらが崩れ落ちる？ ところで、これはすべて信仰によるもので

す。なぜなら物語のどこにも、ヨシュアがイスラエル人に何が起こるのかを教えている箇所はありませ

ん。城壁が崩れ落ちた時、イスラエル人はエリコの人々と同じようにショックを受けたと思います。 

彼らは、ただ行進するように言われただけでした。「街の周りを行進しなさい。」おそらく 1 日がかりだ

ったと思います。彼らは何もしゃべらず行進したのです。これはとても大変なことだったと思います。私

なら、おそらく行進から追い出されていたかもしれません。だって、「私は喋れないってこと？」「何も言

えないの？ダメ。「何も言ってはいけないの？」そう！「いや、それは無理だな。」じゃあ、君は行進はで

きないね。それなら君は参加できないよ。あなたは行進します。言葉はなし、行動だけ。それで街の周り

を行進する。第一日目。帰って来ました。「うわぁ......よし、やったぞ。」次の朝起きて、街を行進する。 

「オーケー、やりました。」3 日目、4 日目、5 日目、6 日目。今日は７日目、安息日です。そして、彼ら

はそれを 7 回行います。そして、彼らが叫ぶと、城壁は、ー詳細に記されているようにー、崩れ落ちまし

た。その場で粉々になってしまったのです。私の出身地では、奇跡と呼ばれています。なぜそんなことが

起こったのか？ なぜそうなったのか、と聞いた方がいいかもしれません。それは、彼らが文字通り信仰

に足を踏み入れたからです。彼らは一歩一歩、一足ずつ、1 日だけではなく、７日間も信仰によって進ん

だのです。そして、７日目には 7 周も。それが信仰です。神がそれをなされたのです。どうやって？な

ぜ？ それは、彼らが信仰を行動に移したからです。彼らは一歩踏み出し、全く意味がないと思えたこと

でも神を信頼し、信仰によってただ神の御言葉を信じたのです。「神がおっしゃったんだ、よしやろう。」 

議論なし、討論はしない。神はそれを尊重されます。信仰によって行うことを神は喜ばれます信仰がなけ

れば、神を喜ばせできないことを知っています。そのように、この街を奪っていったのです。エリコは間

違いなく、あらゆる種類の悪魔的な習慣に染まっていました。運命はすでに決まっていました。神は、い

つも悔い改める時間を与えられます。 

アモリ人：神は、彼らが悔い改めるために、四百年を与えられました。彼らの運命は決まっていました。

彼らの心は頑なでした。彼らの心はすでに定まっていました。そして今、裁きが来るのですが、しかし、

それには信仰の行動が伴っていなければなりません。ここで考えてみましょう。もしかしたら、神は、あ

なたの人生の壁を崩したいのかもしれません。あなたは祈り、祈り、祈り続けてきましたが、今、神はあ

なたがその信仰に足を踏み入れることを望んでおられます。章や節は覚えていませんが、出エジプト記

の中でモーセが、主に向かって泣きながら祈っていたとき、神がモーセに、「祈るのをやめなさい」とお

っしゃられた話を知ってますか？ いや、神がそう仰っているんです。「祈ってないで動け。」と。時々思

うのですが「まだそのことを祈っているんだよね。」「そうなんですか？ そうですか。じゃあね、君みた

いにはなりたくないね。私は行進しなければならないのだ。私は、壁を壊さなければならないのだ。祈る

のはやめて、動き出せ。その信仰を、行動に移すのだ。あの壁を崩したいのか？ あなたは信仰と行動を

混ぜ合わせなければならない。その後は、神が何をされるのかを見るのだ。でも、あなたは何かをしなけ

ればならない。」さて、私が想像するに、この時代のイスラエル人の数については推測の域を出ませんが、



かなりの数のイスラエル人がいたのではないかと思います。しかし、もし私がその場にいたら......こんな

感じです。「いいかい？私は折りたたみ式の椅子をここに置くよ。私はしんがりにいます。あなた方は先

に行ってください。だって、私は喋れないから。トラブルに巻き込まれたくないので。だから私はここに

座ってるよ。」 

しかしそれでは、神が望んでおられ、神が約束しておられること、そして、信仰に足を踏み入れるときに 

神がなさることに、私は関わることが出来ません。さて、次の 31 節の御言葉は、何があっても、特に全

く理解できない時でも、信仰によって主を信頼することにつながっています。しかし、代価が必要となる

場合はどうでしょうか？ これが 31 節です。私にとって、これは聖書の中でも最も魅力的な記述の一つ

です。エリコの周りを行進する前に、ヨシュアは二人のスパイを隠密にエリコに送り込み、まずエリコを

調べました。旅行者としてエリコに入った二人は何をしたでしょうか？ 遊女のところに行きました。

それは、旅をしてエリコを訪れる人がすることでした。彼らは、普通の旅人のように振る舞うため、先ず

遊女の家に行きましたが、それがたまたま、このラハブだったのです。（ヨシュア記２ 参照） 

これは非常に重要なことで、私は皆さんにヨシュア記に戻って、何が起こったかの詳細な記述を読むこ

とをお勧めします。彼女が何と言っているか知っていますか？ 彼女は、「あなたたちのことを聞いてい

るよ」と言っています。「え、そうなの？」「ええ。神があなたたちのために紅海を分けてくださったこと

を聞きました。」「そんなこと聞いたことあるのか？ 40 年も前の話だよ。それを聞いたことがあるのか？」 

「ええ。」「ずいぶん昔の話です。」「また、ヨルダン川の横断についても聞きました。私たちは難攻不落で、 

城壁があったからではなく、ヨルダン川のおかげで、誰も私たちを征服することができませんでした。そ

してどうやら、あなたの神がヨルダン川を整えてくれたおかげで、ヨルダン川を渡れるようになったと

いう話を聞き、あなた方がやって来ると聞いていました。あなた達に言いたいのは、エリコ全体が恐怖で

麻痺しているということです。そして、私はあなたの神を信じています。そして、あなたの神がこの土地

をあなた方に与えられたと信じています。」そうして彼らは、「分かりました、友達ができました。」（歌唱

中）♪友達が出来たよ～♪とにかく...（笑い）皆さんがついて来てくれているか、確認したいのです。そ

れでラハブはこう言い始めます。…繰り返しますが、物語の詳細がとても重要です。彼女は懇願し始めま

す。「あなた方が街を手に入れることはわかっています。時間の問題です。」彼女はその方法を知らない

し、いつ、どのようにしてかも知りません。ただそうなることは知っています。信仰によってです。そこ

で彼女は、彼らの神に信仰を置き、自分と家族を救うことを約束させました。自分だけでなく、家族の救

いを懇願するのです。彼女は、「私を救ってくれるなら、あなた達を隠します」と言いました。聞いてく

ださい。「ラハブ…、私たちは本当に感謝しています。でも、もし見つかったら、あなたの命が犠牲にな

ることを理解しなければなりません。」「わかっています。でも、とにかくやってみるのです。信仰によっ

て。私は行動を起こし、あなた達を隠しますが、あなた達は私に約束してください、私の家に救いをもた

らすと約束してください。」中近東の文化では、このように家や家族のことを指します。実際、アラブの

文化では、「ダー・アボハニ」「ダー・アブド・エリアス」父・エリアスの家となっています。私の家族、

私の家のことをそう呼ぶのです。～の家です。「私の家、家全体を救うと約束してください。約束してく

ださい。」そして、彼らは彼女に約束をします。「わかりました、あなたとあなたの家にいるすべての人を

救います。でも、あなたはあることをしなければなりません。行動を起こさなければなりません。」「それ

が何であるかを言ってください。教えてください。私がやります。」「わかりました。緋色の糸かロープを

持って、窓の外に吊るしておきなさい。そうすれば、その家は、破壊してはいけない所だと分かります。」 



それが信仰です。そして、ここからが本当に興味深いところなのです。つまり、当時の遊女たちは、窓辺

の底を赤く塗ったりしていました。それが現代の「赤線地帯」という言葉につながっているのです。それ

でこそ、そこが遊女の場所だとわかったわけです。この赤い窓辺に、今度は彼女が赤いロープを持ってき

て、その窓の外に置くのです。それは十字架の形になるのではないでしょうか？ 過ぎ越しに似ている

と思いませんか？ そこには、4 日間吟味して傷のない子羊を連れて行き、その子羊を屠り、ヒソップの

枝を手に取って鴨居に血を塗り、下には台座があり、門柱の左と右にも塗ります。それは十字架の形をし

ていて、死の御使いが彼らの上を過ぎ越し、彼らは救われました。そこで彼女は、この緋色のロープを窓

から出しました。横の赤と縦の赤が、十字架の形になっていますよね。さて、ここで、彼女は、城壁の中

にいるのです。そこは一番避けたい場所ですね。最も危険な場所なのに、彼女は救われたのです。私にと

っては、それは神が、誰でも、どこでも、どんな時でも、どんな方法でも、すべてを救うことができると

いうことを語っていると思います。城壁が崩れ落ちたとき、緋色のロープが張られた彼女の家は救われ

ました。彼女の家全体が、緋色のロープをそこに置くという行動の伴った信仰によって、救われたので

す。それらをまとめることができますか？ だからこそ、彼女は救われたのです。そして彼女は、もしバ

レたら終わり、ゲームオーバー、ということを十分承知の上でこのようなことをしたのです。見つかった

ら殺されていたかもしれません。もう一つの問題に触れておかないと、大変失礼なことになると思いま

す。というのも、「ちょっと待ってください、牧師さん」と言われることが多いからです。「つまり、彼女

は嘘をついたのではないですか？」わかりました、いくつかの考えがあります。まず第一に、彼女はまだ

救われていません。彼女はまだ救われていません。彼女が救われるのは、城壁が崩れたときです。彼女は

それしか知らないのです。なぜそのようなことを言うのかというと、私たちは、信者ではない人たちに 

信者のように行動することを期待すると、大きな間違いを犯すと思うからです。彼らは、聖霊の刷新を受

けていないのです。そして、私たちは敬虔さと霊的な誇りに燃えていて、「彼らが嘘をつくなんて信じら

れない」と。彼らは救われていません！ そして、本当に自分に正直になりたいのであれば、救われる前

の自分の行動はどうだったのでしょうか？ これは、あなたのしたことです。そして、著者が、その詳細

を盛り込むことに興味を覚えませんか？ つまり、私だったら、救われたからといって遊女とは言われ

たくありません。せめて、元遊女とは言えないでしょうか？ なぜ私は、それを指摘するのか？ だっ

て、考えてみてください。福音書読むとき、何が見えますか？ イエスは誰に一番惹かれているのでしょ

うか？ 遊女、娼婦たち。井戸にいたの女性はどうでしょうか？（ヨハネ 4 章 参照）ある男が彼女に声

をかけるのはあり得ないことだと思いますか？ しかし、実際には、彼女は唖然としていました。 

「あなたは私と話すべきではない」という感じです。「何をしているのですか？」そして、イエスは、こ

のサマリヤ人の女性との会話を始めます。そして、イエスが彼女と話し終える頃には、彼女は救われてい

ました。そして、世の救い主の系図の中に、この、…言ってしまえば、”元遊女”を含めるのですか？ で

も嬉しくないですか？ 私と一緒に考えてみてください。もし、世界の救い主の系図が、ただ…、有力者

のリストだったとしたら？「へぇー、イエスはそんな血筋なんですね？」あなたや私のような人が系図に

いてよかったと思いませんか？ 私たちは皆、ラハブなのですから。私たちは皆、タマルです。私たちは

皆、ペレスです。ユダはどうですか？ つまり、12 人の息子がいるのに、世界の救い主をもたらすのに 

ユダを選ぶのですか？ 私ならそんなことはしません。私は確かにヨセフだと思います。まさか。でも、

ユダ…？ 実際、何が興味深いかって？ ユダは、弟ヨセフを銀貨で売ったときの裏切りの舵取りをし

た人です。ユダ、ユダ族、銀貨で弟を裏切りました。それが伏線となります。ユダでよかったと思いませ



んか？ だって、もしヨセフだったら、私たちは困ったことになります。言えるのはそれだけです。なぜ

なら、キリストの系図に入っているのがヨセフやヨセフのような人だったら、私はそれには及ばないと

思います。しかし、そうではありません。ユダのような人たちです。この人は良い人ではありませんでし

た。この人は、言ってみれば問題児だったんです。そして神は、ユダ部族から救い主をもたらすことを選

ばれました。そして、世の救い主であるメシアの系図の中に、姦淫があるとは。ダビデは？ バテシバ

は？ あれは姦淫です。ああ、姦淫だけでなく、殺人も。殺人者、姦淫者、娼婦。つまり、さらに突き詰

めれば、タマルと義理の父との間での近親相姦も、系図の中に…？「牧師さん、何が言いたいんですか？」

もしかしたら、私の言っていることに要点があるのかと疑問をお持ちかもしれません。はい、あります。

ここでの要点は、最も小さく、最も劣った者。福音書の中で、イエスが惹かれていたのそういう人だった

のです。主はラハブに惹かれておられました。主は惹かれておられました。主は、医者を必要としない人

のため来られたのではありません。イザヤ書の学びで見るように、主は病人、罪びと、落ち込んでいる人

のために来られました。主は捕らわれ人を解放し、足の不自由な人を癒し、目の見えない人の目を開くた

めに来られたのです。主は晩餐に招かれたときに、遊女に油を注いでもらうという大胆なこともしまし

た。ああ、大きなスキャンダルです。その記述を知っていますか？（ルカ７:３６～参照） 

そして、イエスは何と仰っていますか？「あなた達、彼女が多く愛しているのは、多くのことを赦されて

いるからです。わたしがここに来たとき、あなたたちはわたしに何もしてくれませんでしたね。」当時の

風習では、足がすごく汚れるので、家に入る前に足を洗っていました。「あなたはわたしの足を洗わなか

った。彼女がしてくれたのです。あなた達、どうしたのですか？ この話をしたいですか？」もういいで

す、と。イエスが惹かれておられるのは、そういう人たちなのです。クリスマスが近づいてきましたが、

私はいつも、その記述に心を打たれます。世の救い主が生まれたことが知らされた時の歌が書かれてあ

りますね。そして、そこにはこの御使いが明るく映し出されていて、御使いは、この世界の救い主の誕生

の知らせを持って、世界の”エリート”たちの前に現れます。いいえ、そうではありません。この知らせ、

良い知らせを最初に聞くのは誰だと思いますか？「私たちのために救い主がお生まれになった」と聞く

のは？ 汚くて、臭くて、最も身分の低い、羊飼い。その知らせは、その羊飼いに向けられたのです。 

「ほら、私は彼らに誕生の知らせを送りませんよ。私だったら、誰々に、誕生の知らせを送りますよ。」

そうですね？ それが私たちの考え方だからです。いいえ、主は違います。主はラハブを救われます。主

はタマルを救われます。主はあなたと私を連れて行くことができます。 

最後にもう 1 つ、締めくくりをしたいと思います。もう少しです。それは本当に心地よいことではあり

ませんが、しかし、パウロがコリント人に宛てた手紙では、本当に非難しているのですが、同性愛やすべ

ての罪のリストにまで踏み込んでいます。ところで、このような罪のリストは、書簡の中にしばしば見ら

れますが、殺人や性的不道徳を意味し、姦淫や、”噂話”を意味するものでもあります。なんですって？ 

噂話が、殺人のレベルほどまでになるのですか？ そうです、相手の人格を殺しているからです。暗殺し

ているのです。舌で殺しているのです。そして、これらのリストをすべて見て回った後、彼はこう言いま

した。最初に読んだときには、読み過ごしてしまいそうになりますが、心を揺さぶられます。彼は、「あ

なた方の中に、同性愛などの、恐ろしい罪を犯していた人がいます。」と言います。（Ⅰコリント 6:9⁻11

参照）「なんですって？ コリントの教会には、同性愛の生活から解放された人がいたということです

か？」はい！「ちょっと待って、何ですって？」「だって...、教会にいる人たちって、教会の人たちです

よね？」誰かを教会に誘ったり、主を伝えたりしていると、「ああ、教会は偽善者ばかりだ」という趣旨



のことを言われることがありますよね。これに対して、私はいつも「そうなんだ、入っておいでよ、もう

一人必要なんだよ。」と答えます。[ 笑い ] あるいは、「私があの教会に入ったら、壁が崩れてしまうよ。」 

というようなことを言う人もいるでしょう。ああ、これはエリコのことですね。はい、でも違います。お

お、ええっ。なぜなら、その考え方は、『教会の人は聖い存在だ。』はっ！？いいですか、神はまだ私たち

を見捨ててはおられません。そう、主が聖なる者であるように、私たちも聖なる者であるべきなのです。 

しかし、私たちのことを知っていますか？ 私たちは罪びとです。教会は、ある人が言ったように、罪び

とのための病院であり、聖人のためのショールームではありません。あなたは教会に来て...、私がこう言

っても隣の人を見ないでください。あなたの隣には、あなたと同じような罪びとが座っています。私たち

は皆、救い主を必要とする罪びとなのです。それが私たちなのです。それが教会というものです。しかし、

神は私たちを愛し、神は私たちを救ってくださいます。このような記述が好きなのは、神が誰であり、ど

のような存在であるかを思い出させてくれるからです。しかし、最後に言いたいのは、これが最後になる

でしょうが、今日話したすべてのことに共通することです。この 2 つの節に共通するのは、エリコで何

が起こったかについて、文字通り、共通するのは、彼らが信仰を持ち、それを行動に結びつけたことです。

彼らが信仰を行動に移さなかったら、私たちは今日ここでこの話を読んでいないでしょう。こんなこと

は起こらなかったでしょう。考えてみてください。ラハブとその家族、彼女が信仰を行動に移していなか

ったら、彼女の家族は救われなかったでしょう。イスラエル人は、信仰に足を踏み入れなければ、あの約

束も、エリコへの勝利も、手にすることはなかったでしょう。自分自身に言っていますが、私が信仰を行

動に移していたら、どれだけ多くのことが自分のものになっていただろうかと思うのです。別の言い方

をすれば、反転させればいいのかもしれません。私がこれをしなかったために、いくつものエリコの城壁

が崩れなかったのでしょうか？ 彼らがそうしなければ、こんなことは起こらなかったでしょう。私が

信仰によって行動しなかったために起こらなかったことがどれだけあるでしょうか。このままでは終わ

らせたくないので、こうしましょう。水素クリスチャン、酸素クリスチャンにならないようにしましょ

う。H₂O（水）クリスチャンになりましょう。いいじゃないですか。お立ちください。賛美チームに出て

きてもらいます。ああ、このような箇所があるからこそ、信頼できるものなのです。人間がこれを思いつ

くと思いますか？ つまり、この 2 つの節だけで、神の御言葉が絶対間違いないものであることが疑う

余地なく証明されるはずです。祈りましょう。 

天のお父さま、感謝します。ここでの教訓、行動を伴う信仰に関する教訓に感謝します。 

主よ、ラハブの例を感謝いたします。主よ、あなたがなさったことについて、私たちに与えられているこ

の記述を感謝します。主よ、あなたがなさったことについて、私たちに与えられているこの記述を感謝し

ます。彼らがやったのではなく、彼らが信仰を行動に移したことに応答され、あなたがなさったのです。

彼らがやったのではなく、彼らが信仰を行動に移したことに応答され、あなたがなさったのです。主よ、

私たちの生活の中で、これから聖霊がそれを担ってくださることを祈ります。あなたはいつも優しくし

てくださいますが、もしかしたら、今、頭に思い浮かぶある領域にあなたの指を置いてくださいますよう

に。私たちがまだ信仰を行動に結びつけていない、信仰に足を踏み入れていない所に。主よ、私たちが信

仰によって行動を起こすことができるように、聖霊が私たちを押し、導き、力を与え、可能にしてくださ

ることを祈ります。 

イエスの御名において、アーメン。 
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