2021.10.10. 弟子の代償
Mac 牧師
おはようございます。JD ファラグ牧師に代わり、歓迎します。カルバリーチャペル・カネオヘのライブ
ストリーム礼拝にようこそ。日曜日には 2 つの礼拝があります。これは第二礼拝です。今日の説教は、
ルカの福音書 9 章 57 節からです。そこをお開きになり、この章の最後まで読んでいただきたいと思いま
す。ルカの福音書 9 章 57 節からです。可能な方はご起立下さい。聖書朗読の後、お祈りします。57 節か
らです。お読みします。
ルカの福音書 9 章
57 彼らが道を進んで行くと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても、私はついて行きま
す。
」
58 イエスは彼に言われた。
「狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありま
せん。
」
59 イエスは別の人に、
「わたしに従って来なさい」と言われた。しかし、その人は言った。
「まず行って、
父を葬ることをお許しください。
」
60 イエスは彼に言われた。
「死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神
の国を言い広めなさい。
」
61 また、別の人が言った。
「主よ、あなたに従います。ただ、まず自分の家の者たちに、別れを告げるこ
とをお許しください。
」
62 すると、イエスは彼に言われた。
「鋤に手をかけてからうしろを見る者はだれも、神の国にふさわしく
ありません。
」
今朝の学びに主の祝福があるようにお祈りしましょう。主よ、あなたがこの教えに油を注いでくださり、
役立たずのしもべから出る言葉が、あなたの民に役立つものであることを祈ります。私たちは、あなたを
もっと知り、あなたの御心を知り、あなたの御言葉の中で歩みたいと願っています。ですから、私たちが
共に過ごすこの時間を祝福してください。あなたの力強さで私達を、お導きください。あなたご自身の力
ある御言葉に、今日お語りくださることに、耳を傾けることができますように。イエス・キリストの力あ
る名のもとに祈ります、アーメン。ご着席ください。ありがとうございます。
さて、今朝の第二礼拝の説教のタイトルは、
「弟子の代償」です。
皆さんの中には、これが聖書に記されていると思う人もいるでしょう。聖書の中で、イエスが、自分に従
うことには代償が伴うことを語っているのは、ここだけではありません。はっきりさせておきたいので
すが、それは非常に明確です。救いは、神の無償の贈り物です。獲得するものではありません。救いは無
償の贈り物です。プレゼントです。私たち自身は、救われるために出来ることは何もありません。しかし、
弟子となるには代価がかかります。この点を見逃さないでください。これを見逃してしまうと、弟子とな
ることの独自性を、救いと同義にしてしまうことになりかねないからです。私たちは、全く同じものとし
てしまいます。それは問題です。なぜなら、弟子となることを救いと同じにすると、主権の救い（ロード
シップサルベーション）が生まれてしまうからです。救いを獲得しなければなりません。これは、専門的
になることであり、私たちは御言葉を理解し、神がこれらのたとえ話の中で語っていることを理解する
必要があります。弟子となることに関しては、救いの副産物であるべきです。それは、私たちの救いの副
産物であるはずです。しかし、必ずしもそうとは限りません。肉欲が忍び込み、この世のものに執着する

ことで、私たちが弟子となることが妨げられることが多いからです。私たちは、その無償の救いの贈り物
を受け入れるために、喜んでキリストのもとに来ますが、弟子となるための代償を払うことには、非常に
抵抗があります。そして、今読んだ節は、当時の弟子たちだけではなく、今の私たち一人一人のためのも
のでもあり、私たちはよく考える必要があるのです。ほとんどの場合、あなたも同意してくれると思いま
すが、ここアメリカでの私たちが弟子になることや、イエス・キリストへの献身は、言ってみれば、穏や
かな抵抗を受けてきました。しかし、これは変化しています。状況が変わり、弟子となることへの代償は、
さらに大きくなっています。そしてこんにち、多くの教会の中で、このような変化、もっと言えば、ふる
い分けが行われています。キリストに真に従う者を、暴き出しているのです。教会は空っぽのままで、信
仰を言明しているクリスチャンは遠くからイエスに従っています。私たちは皆、自分自身をチェックす
る必要があります。今、私たちが生きているこの時代に、秘密はありません。聖書はすでにそれを語って
いて、これから起こることを教えてくれています。ですから私は理解してます。私たちは皆、
「わぁ！こ
れが起こっている！」と言います。私はそれを理解していますし、当初の恐怖やショックも分かります。
「ああ、これが今起こっているんだ」と。私が理解できないのはこれです。
「こんなこと信じられない！」
私が理解しようとしていることは、イエスが自分に従うことについて直接的にじっくりと語られるとき、
それが水で薄められているように見えるのはなぜか、ということです。今日の聖書箇所は、イエスが弟子
たちに何を期待されているのか、非常に直接的で、大胆に示してます。そして、それだけではありません。
私たちはすでに話したとおり、イエスは、今日読んでいるものよりもっと直接的な方法で、弟子となるこ
との代償について語っておられました。しかし、主が望まれるように、私たちはこの期待の側面から構築
し、祈りながら弟子が支払うことのできる最高の代償へと、更なる段階へと進むのです。疑問なのは、そ
れがどんなものか、私たちは知っているのでしょうか？

考えたことがありますか？

イエスに従う最

終的な状態が、ここアメリカであり得るのか考えたことがあるでしょうか。最悪の事態が起こっても、イ
エスに従い続けることができるように、私たちの心と生活を準備してきたでしょうか？

他にもいろい

ろな質問を自分にしてみてください。私はそうしています。そうする必要があるのです。聖書が語ってい
る自己吟味と呼ばれるもので、私たちは毎日それをする必要があります。それでは、今日の箇所の概要を
説明し、それを検証し、説明して、弟子となることの代償を立証している聖句を確認しましょう。この六
つの節で捕らえられているのは、私が言うところの、”弟子になりたい人”です。彼らは、崇高な意思を
持っているように見えます。しかし、主は彼らの心の中を覗かれます。そして神がそうなさる時、彼らの
意欲的なアプローチが、実は確信がなく、献身的でないことが露わにされます。一般的な観点から見る
と、当時も、そしてこんにちでさえも、このように弟子になりたい者たちが尋ねることは、何の問題もあ
りませんでした。不自然な事とは思えませんね。というか、考えてみてください。一人目の人は、野心を
持っていたんですね？「私はあなたに従います。
」次の人は、父親を埋葬してから、従いますと言いまし
た。そして最後の一人は、先ず、家の者たちに、別れを告げ、そして、従いますと言いました。これらは、
表面的には理不尽な立場とは言えません。しかし、そこに神を持ち込むと、すべてが変わってしまいま
す。まず、神は心と、心の意図を知っておられます。そして、このことが、イエスがあのような返答をし
た理由に大きく関わっていると思います。疑問の余地はありません。そしてまた、表面上、一読すれば高
尚に見えますが、実際には、皆さんを混乱させるかもしれませんが、いつであっても、神が私たちにする
ようにと召されるどんなことでも、真の生ける神に従うことに関して障害となるまでは、これらのこと
すべては良いことなのです。問題はありません。聖書箇所の 57 節と 58 節を見てみると、57 節にこう書

かれています。
「彼らが道を進んで行くと、ある人がイエスに言った。主よ、
「あなたがどこに行かれても、
私はついて行きます。
」さて、この男性についての詳細を指摘したいのですが、この記述では捉えられて
いませんが、マタイの福音書 8 章 19 節にはあります。お読みします。
マタイの福音書 8 章
19 そこに一人の律法学者が来て言った。
「先生。あなたがどこに行かれても、わたしはついて行きます。
」
律法学者です。このことを指摘するのは、イエスが、なぜあのような返答をしたのかを示唆していると思
うからです。聖書によれば、律法学者は民衆の教師でもあり、長老や祭司長も含まれていたからです。こ
れを、しばらく頭の中に焼き付けておいてください。つまり、彼らには地位があったのです。彼らには富
がありました。そして、誰が見てもとても快適な生活を送っていました。お分かりですか？ 快適です。
そして、この律法学者は自信を持ってイエスに近づきました。彼は、イエスの弟子になることを望んでい
るのです。そして私は、この律法学者の言動に基づいて言っているのです。それを読みましたね。彼は、
弟子になるためにイエスのもとに来ました。そして、こう言っています。
「私は、あなたが行くところな
らどこへでもついて行きます。
」それは大胆な主張ですね。それは、純粋な自信の表れだと思います。こ
れらのことを念頭に置いて、58 節のイエスの返答を見てください。続けてこう書かれています。
58 イエスは彼に言われた。
「狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありま
せん。
」
今話した情報で、頭に入れたことを思い出してください。これで、私たちは違った見方ができるようにな
りました。イエスの返答は、この律法学者の心に関する問題の核心を語っておられます。まず第一に、神
は人々を奉仕のために召されます。その詳細を理解していますか？ 神は、奉仕の遂行のため、その人を
召され、調えるのです。たぶんこの人は教師としての地位に基づいて、
「私は律法学者です。」
「あなたに
従います。
」
「任せてください。
」
「やってやろう！」世の中で見たことがありませんか？ 彼は、自分には
必要なものが備わっていると思ったのでしょう。それが理由です。誤解しないでいただきたいのですが、
野心を持つこと自体は悪いことではありません。誤った心での野心が悪いのです。主はこの人の心を知
っておられました。この男は、快適な生活から決別する覚悟がなかったので、真にイエスに従える者では
ありませんでした。イエスはそれを知っておられました。だからこそ、彼はあのような返答をされたので
す。イエスはこう仰っています。
「動物たちには、日々行き来して快適に過ごせる場所があるが、私には
ない。あなたはそれでも従うのか？」主は、日々の生活の中で快適な場所を持っておられません。主に従
う者も主との歩みの中で、ある時期にはそうなるでしょう。これが代償です。これが、この最初の二つの
節から得られる最大の収穫と言えるでしょう。ここでの弟子になることの代償は、便利さや快適さを捨
てることです。私にとってこのことは、主に従うということに関して、これまでも、そしてこれからも、
大きな障害となります。そして、私たち全員が有罪です。私たち全員です。もっとも単純な形で言えば、
朝、目を覚まします。
「しばらく体を動かしていなかったので、今日は行ってみよう。」
「あぁ、雨が降っ
てきた。
」
「ああ、主よ......あなたは私の心をご存知です。
」その通りですね。
「あなたはキツネだ、狐の穴
に入っていなさい。
」これに関して、私たち全員が有罪です。この便利で快適な生活を手放したくないと
いう気持ちは、周りの環境だけに限ったものではないはずです。なので、それを止めてしまいます。
「そうか、まぁいいや。
」と、あなたは来ませんでした。ここでは、便利さと快適さについて語っていま
す。あなたは、自分の家の中で快適に過ごしている。いいでしょう。さてそこで、何人かのお客さんが来
ます。すると…、イエスの話をすることに、あなたは気が引けるのです。相手に不快な思いをさせるかも

しれないので、気が進まないのですだから、話さないのです。
「主よ、あなたは私の心をご存知です。
」私
は言いましたよ、言いましたよね。
（突然誰かの携帯が鳴る...）あれ、私の携帯かな？

私のではありま

せん! ー笑ー 恥ずかしい思いをするころでしたね。しかし、イエスについて語ることは、イエスを愛
する者にとって決して不快なことではないはずです。そのことは理解できます。初めの頃、私はその罪を
犯していたからです。それは悲しいことです。そのことを思い出します。事実は、イエスの話をするのが
嫌だったのは、私にとっては不都合なことだったからです。私は、その無償の救いの贈り物を喜んでいま
したが、私の人生のその時の、弟子に関する代償はあまりにも大きかったのです。私はそういう状態でし
た。そして、信じてください。私が主の喜ばれることだけを望むまでは、主からの召しはありませんでし
た。その時、事態は一変しました。それは今も進行中です。 そのことに感謝しています。信じられない
かもしれませんが、そこに至るまでの時間が早ければ早いほど、それぞれにとって都合が良いのです。世
界は実際に、便利ではなく、複雑になっています。世界は快適ではなく、物事をより混乱させています。
当惑するような複雑さに満ちています。それが神のいない世界です。そして、私たちは、シンプルな生活
をするように教えられています。そうすることで、すべてが取り除かれるのです。また、テモテへの手紙
第一の 6 章 6 から 8 節をお読みします。
テモテへの手紙第一 6 章
6 しかし、満ち足りる心を伴う敬虔こそが、大きな利益を得る道です。
7 私たちは、何もこの世に持って来なかったし、また、何かを持って出ることもできません。
8 衣食があれば、それで満足すべきです。
これは、私にとっては限りなくシンプルです。そして、御言葉のこの部分が、欲と結びついていたことを
ご理解ください。それを理解してください。しかし、使徒パウロは、最も基本的な必需品で満足すること
を主張しています。自分の人生を複雑にしすぎると、あなたの人生の触手は世に向かってしまいます。
そして、世に伸ばされた触手が八本ともなれば、切り離すことは非常に難しくなります。それが何であ
れ、崩れゆく計画を手にするか、真の生ける神の慰めではなく、世が提供する、当惑するような複雑さの
一部になるかです。このようなシンプルな生活の考え方を持っていれば、心の姿勢を正しく保つことが
でき、主が呼んだときには、主に従いたいという熱意を持つことができます。私たちは、聖別され、この
世から離れ、生活がシンプルにされているので、準備ができているのです。御言葉の 59～60 節を再びお
読みします。
59 イエスは別の人に、
「わたしに従って来なさい」と言われた。しかし、その人は言った。
「まず行って、
父を葬ることをお許しください。
」
さて、しょっぱなから、57 節の律法学者と、この、従うことを望む人との違いが見れます。なぜなら、
ここではイエスがこの男に、弟子になるように呼びかけられましたが、男は、先ず父親を埋葬しに行くこ
とを要求したからです。それが要望でした。この男がイエスに、
「父を埋葬しに行きたい」と頼んだとき、
1 世紀のユダヤ人の習慣の中で、それが何を意味したのかを、正確に理解したいと思います。私たちの場
合、誰かが死に、葬儀・埋葬するその期間は平均して約 1 週間です。式が終わって、それで終了です。
その時代、その地域内では、そうではありませんでした。埋葬は二段階で行われていました。まず、死者
は、左の写真のような、岩を掘って作った墓の、岩棚や房の中に置かれます。必ずしも棺桶の中とは限り
ません。要点はわかりますよね。写真を見てください。そこに、体があるのです。そして、約 1 年後、
遺体が完全に朽ち果ててから、家族は墓に戻り、骨を集めて、写真の左の骨壺や納骨堂と呼ばれるものを

作ります。右側？右側です。どちらかよくわかりませんが...。右側のはずですね。そして、骨を取り出し
て、骨壺の中に入れて、それを墓の中に入れるのです。この義務は、父親を埋葬するときの長男の責任で
もありました。そして、それは、彼らの父と母を敬うことの、習慣でもありました。聞いてますか？
「あなたの父と母を敬え」という第五の戒めであり、約束が伴う最初の戒めに付随する風習です。さて、
ちょっと考えてみてください。考えてみてください。このことを知って、すべてを理解したら、いくつか
の問題が見えてくるからです。まず第一に、もしイエスがこの男の願いを認めるとすれば、主に従うこと
に、かなりの遅れが生じます。他に、さらに悪いことがあります。それは、この男が神の戒めを、人の戒
めに絡めようとしたことです。気づきましたか？ これは一種の、御言葉のねじ曲げです。聖句を捻じ曲
げています。全てが壊されています。一言で言えば、この埋葬の時系列と慣習が、真の生ける神による戒
めではなく、世の伝統であったからです。それは伝統でした。その影響が分かりますか？ 神は御言葉を
語られましたが、何が優ったのでしょうか？

人間の戒めに従うことで、何が起こるのかを見ることが

できます。なぜなら、人間の戒めは、神の戒めに従うことを妨げるからです。イエスご自身が、預言者イ
ザヤの言葉を引用して、このように述べています。
マルコの福音書 7 章 9 節
またイエスは言われた、
「あなたがたは、自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがし
ろにしています。
イエスはこの男を呼ばれました。そして、主に従うと主張する人々がこのように考えるとき、次のように
聞こえると信じています。「神よ......私は今、それをすることができないことをご存知ですよね。」「この
男はわたしに、これをする必要があると言っている。そして、彼は、それは御言葉の一部であると言う。
」
「ですから、この埋葬作業が一段落した 1 年後くらいに、再びあなたの所に戻ります。」考えてみてくだ
さい。神の御言葉において、これはどうでしょうか？ よく考えてみてください。人間の伝統がそれを覆
してしまったら、どうやって聞くことができるでしょうか。マルコの福音書 13 節を見ると、そのことが
わかります。神の御言葉は続きます。イエスはこう仰っています。
「あなたがたは、自分たちに伝えられた言い伝えによって、神のことばを無にしています。そして、これ
と同じようなことを、たくさん行っているのです。
」ーマルコ 7：13ー
神ご自身がこの人を呼んでおられるのに、人間の伝統のために神の御言葉は無効になってしまいました。
そして、悪魔はそれを知っています。伝統にこだわること、それは無効化ボタンのようなものです。こん
にちはこのことをさらに考える必要があります。なぜなら、人間の言葉が神の御言葉に反したとき、私た
ちが何をすべきかの選択はシンプルであるべきですから。私たちは、主に従います。私たちは神に、神の
御言葉、神の命令に、適切な文脈の中で従います。私たちは、都合の良いように御言葉をねじ曲げたりし
ません。それは、こんにちも続いています。人間が何をするかはわかっています。人間（Man）が義務化
（Man ｰ dates/人間の期日）を作ります。私たちは神の期日（God ｰ dates) に従います。
さて、父親を埋葬したいと思っていたこの人に対するイエスの反応を見ると、少し厳しいと言う人もい
るでしょう。そうすべきなのかもしれません。しかし、なぜ主があのような返答をされたのか、今にわか
ります。一つだけ確かなことがあります。イエスが語られたすべての御言葉は、理由があってそこにある
完璧な言葉なのです。だから、私たちがどう感じるかは関係ないのです。事実は、それが真実だという事
です。また、60 節です。
「イエスは彼に言われた。
「死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神

の国を言い広めなさい。
」
」ールカ 9：60ー
今、多くの人は、イエスが「霊的に死んだ者が肉体的に死んだ者の世話をしなさい。
」と仰ったことに同
意するでしょう。主は人の心を知っておられます。しかし、この発言の中で、イエスはこの男にある種の
命令も与えておられます。
「あなたは出て行って、神の国を言い広めなさい。
」ールカ 9：60ー
そして、考えてみてください。イエスはまだ十字架に
かけられていなかったにもかかわらず、
「神の国を言い広めなさい。」ールカ 9：60ー
それ自体が勉強になりますね。しかし、神の国には常に、人間を救うために来られる贖い主がいます。そ
して、贖い主はすぐそこにおられました。だからこそ、神は「神の国が近づいた」と仰るのです。
「わた
しはここにいます。
」と。しかし、彼らは主を拒絶しました。彼は、
「贖い主のことを人々に伝えなさい」
と言われました。その人がやったかどうかは、他には何も書かれていません。しかし、死者を埋葬しに行
く代わりに、生きている人々に神の国を宣べ伝え、人々が死なないようにするのです。そして、私たちは
そのことも頭に入れておくべきです。私たちの第一の義務、それは私たちの責任です。さて、今回の箇所
の 59～60 節には、いくつかの収穫と、適用できる多くの教訓があります。しかし、弟子の代償に関する
文脈でのおもなポイントは、弟子がキリストよりも文化を優先することは決して許されないということ
です。それを目の当たりにしているのです。それは、キリストは文化を超え、キリストはすべてを超えら
れるということです。多くの場合、文化は私たちが弟子となることを邪魔します。私やあなたが主に従う
ことを妨げるまでは、文化自体は悪いことではありません。多くの場合、物事から自分を切り離さなけれ
ばなりません。私たちもそうしなければならないのです。分かりますか？これは、ただ神を敬っていない
だけなのです。理解しています。私は自分の祖先を愛しています。ワニを背中に乗せて唱えながら走り回
るなんてことはしませんが。いろいろな習慣がありました。私が言っている意味が分かりますか？

私

は自分の文化を愛していると言いたいのです。それは歴史的なものです。キリストが第一です。そして、
それに合わないものは、すべて捨てなければなりません。それが弟子となることの代償です。もしあなた
がキリストよりも自分の文化を望むのであれば、まあ、自分の立場を考えた方がいいでしょう。人間の召
しや人間の文化に対応する間、主に待ってもらえますかと尋ねる余裕はありません。
「神よ、待ってくだ
さい。まだ準備ができていません。
」それは不本意です。神が備えられます。彼は言います。
「私たちはこ
うします。
」と。私たちは、文化を大切にして、キリストを横に置いておきたいという衝動を拒否しなけ
ればなりません。全てが悪いわけではありませんが、キリストの召命を妨げるような文化は良くありま
せん。そして、61～62 節です。これで最後になります。６１節から。お読みします。
「また、別の人が言った。
「主よ、あなたに従います。ただ、まず自分の家の者たちに、別れを告げるこ
とをお許しください。
」ールカ９：６１ー
ここでは、もう一人の男が、自分の意思を主に伝えています。
「私は喜んで従います。ただ、別れを言い
たいだけなんです。
」だから、この 1 年先延ばしのものとは違い、
「帰らせてください、すぐ戻ってきま
す」ということです。それでも問題ですが、62 節でイエスはこう答えておられます。
「すると、イエスは彼に言われた。
「鋤に手をかけてからうしろを見る者はだれも、神の国にふさわしく
ありません。
」
」ールカ９：６２ー
まず、要望の内容自体は、全く無理のないものだと思います。実は、第 1 列王記 19 章 19～21 節にも
同様の記述が収められています。お読みします。その箇所をお開きください。神の御言葉をお読みしま

す。
第 1 列王記 19 章
19 エリヤはそこを去って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは、十二くびきの牛を先に立
て、その十二番目のくびきのそばで耕していた。エリヤが彼のところを通り過ぎるとき自分の外套を彼
に掛けたので、
20 エリシャは牛を放って、エリヤの後を追いかけて言った。
「私の父と母に口づけさせてください。それ
から、あなたに従って行きますから。
」エリヤは彼に言った。
「行って来なさい。
（エリヤは答えました。）
私があなたに何をしたか。
」（私はあなたを拘束しているわけではないということ）
21 エリシャは引き返して、一くびきの牛を取り、それを殺して、牛の用具でその肉を調理し、人々に与
えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリヤについて行き、彼に仕えた。
ここでは、良い理由のために多くの内容が記載されています。それはそれで勉強になるのですが、今ある
教えに沿って、質問してみましょう。なぜ、ルカ 9 章に書かれていることは受け入れられず、この要求は
受け入れられたのでしょうか？

このエリヤのエリシャへの呼びかけは、主からのものだったのです。

メッセージは細部にあります。私にはそれがエリシャの心を指し示しているように思えます。心が最初
から適切だったのです。しかし、今日の箇所で同じような要求をした男の心は、そうではなかったようで
すが、なぜそう言えるのかをこれから紹介します。なぜなら、エリシャは、そのような奉仕の代償を払っ
ただけではなく、彼がそれを明確にしてくれたように私には見えるからです。見てください、彼はエリヤ
についていくために、24 頭の牛を置いていきました。これは、エリシャが非常に繁栄していて、快適な
生活を置いていったことを示しています。そして、エリシャはどうしましたか？戻って、牛を全て殺しま
した。彼はそれらを売って、その利益を母親と父親に与えることはしませんでした。全て殺しました。
そして、すべての用具を燃やし、人々にもう終わりだと知らせ、肉を食べさせ、そして従いました。心の
問題です。もう一つのポイントは、エリヤに仕えることとイエス・キリストに従うことは同じではないと
いうことです。そこがまた違うところです。これについて、ある解説者はこんな言葉を残しています。
「しかし、イエスに従うということは、エリヤに従うということ以上の意味があり、今回の要求には、決
定的な一歩を踏み出すことへの抵抗感が隠されていたのです。イエスは、王国には、踏み出すように呼ば
れている時に、後ろを振り返る者が入る余地はないと指摘されています。」ここに出てくる男は、自分の
家族に別れを告げさせてほしいとイエスに頼みました。しかし、エリシャの場合は、父と母について具体
的に述べられています。些細なことで、何の意味もないかもしれませんが、従いたい人の家族が、主に従
うことを妨げるような影響があった可能性はありませんか？

ちょっとした思いつきです。しかし、私

たちが心に留めておくべきことです。しかし、弟子となる代償に関係するこの 2 つの節からの主な収穫
は、それは、主のために家族や以前の生活を捨てることに関連しています。それは、重要ではありません。
すべてのことにおいて、神が第一です。だから今日、もし私たちがこれまでの人生に別れを告げるのな
ら、それは良いことだと思います。家族も同様です。今言っておけば、主に呼ばれたときに、後ろを振り
返らずに立ち去ることができるでしょう。この節では、イエスが語られていますが、これはイエスに従う
ことについての最も鋭い叱責でもありません。それがどんなに早い回り道でも、ただすぐ戻ってこれを
したいだけだとしても、そんなことはどうでもいいのです。神に呼ばれたとき、私たちは仕事に取り掛か
り、すべてを捨てます。しかし、私たちは、それが神の召命であり、あらゆる忙しさに追わせる私たちの
小さな邪悪なささやきではないことを確認する必要があります。主が実は行うように命じているかもし

れないことから、あなたを遠ざけるものです。だからあなたは、
「私は主の御名の下に、これを行なって
いる。
」と言いますが、一方であなたの家族は、きちんと面倒を見てもらっていません。その間、あなた
は自分の子どもを見捨てているのです。それは神の召しではありません。それは、心の中の何かが、それ
を言い訳にして、本来対処すべき困難なことに対処しないからだと思います。それは悪い状態です。も
し、あなたの弟子生活がいつも順風満帆であるなら、私は、あなたは誰の弟子なのかと疑問に思います。
イエスに従うことで、私たちは居心地の悪い状況に置かれ、社会的規範と対立することになります。ま
た、家庭においても、特に家庭内に釣り合わないくびきのある人々がいる場合には、家庭内に問題が発生
します。より厳しくなります。考えなければならない代償です。しかし、中には命を捧げることで究極の
代償を払う弟子もいます。12 人の弟子の人生を、聖書に記録されていることや、伝統やそれらの著者か
らの情報を見てみると、12 人のうち 11 人はイエス・キリストの弟子であるがゆえに殉教したと考えら
れています。何人かは漁師でした。全員の経歴は不明ですが、様々な人生を歩んでいました。そして、彼
らが呼ばれたとき、彼らはすべてを捨てて従いました。
使徒ペテロ。漁師を生業としており、妻がいました。教会の最も古い記録によると、ペテロは妻の十字架
刑を見せられた後、十字架刑に至り、そこで逆さ十字架刑にされることを願い出て、それを認められたと
いいます。
使徒アンデレ。漁師。記録によると、アンデレはギリシャのアカシア、アテネの近くで十字架にかけられ
たとされています。言い伝えによれば、彼の十字架は実際には X の形をしており、総督は彼の十字架刑
を引き延ばすように命じたといいます。そのため、2 日間、痛みに耐えながら、最後に死ぬまで、通りす
がりの人々にイエス・キリストの救いを受け入れるように語りかけました。
使徒ヤコブ。ヘロデの命令で剣で殺されました。それは、使徒の働き 12 章 1～3 節に収められています。
使徒ピリポ。漁師だったという説が有力ですが、キリストの証しのためにヤコブが殺された 10 年後に小
アジアで石打ちの刑に処せられました。
使徒ナサニエル（バルトロマイ）
。漁師だったと考えられており、十字架にかけられるか、縛られてイン
ド近くの海に投げ込まれるかして殺されたとの言い伝えがあるのみです。
使徒マタイ。取税人。教会の記録によると、彼は火あぶりの刑に処せられました。
使徒トマス。言い伝えでは、槍で突き刺されて殉教したとされています。
アルパヨの息子である使徒ヤコブ。ほとんどの記録では、石打ちの刑に処せられたとされています。
熱心党の使徒シモン。彼はどこかの政党に所属していたらしく、彼の死についてはほとんど知られてい
ませんが、イギリスでその証しのために殺されたという説もあります。
ヤコブの息子である使徒ユダ。信仰のために打ち殺されたと言い伝えられています。
使徒マッティア、イスカリオテのユダの後任でした。彼は十字架にかけられた後、首を切られて殉教しま
した。
死以外の何ものも、彼らが、神の国の福音を宣べ伝えることを止めることは出来ませんでした。祈りを込
めて、このようなことが私たちの誰にも起こらないように、そして恐ろしい結末を迎えませんように。
しかし、同時に、弟子になることに伴う代償を十分に理解しておく必要があります。それは、便利さや快
適さに満ちた人生ではありません。習慣や伝統、文化の下に置かれるものではありません。そして、キリ
ストに従うことは、家族や友人、その他もろもろを放棄することではありません。そういうわけにはいか
ないのです。主に従うということを、本当はどういうものか知らずに、歪んで捉えてしまうことが多々あ

ります。私たちは、聖書が語っていること、ここに書いてあることのように、強い聖書的な視点でキリス
トに従う必要があります。これは、毎日「すごいぞ」
「よくやった」と世が私たちに感謝するような普通
の奉仕ではありません。世から感謝されているとしたら、ここで何が起こっているのか私はよくわかり
ません。そして、今話したことと一致するように、この世界で、この人生での私たちの期待は、適切に位
置づけられる必要があります。私たちは皆、主が来られたときに、主の御前で好意を持たれ、
「良い忠実
なしもべよ、わたしの王国に入りなさい」という言葉を聞く、その日を待ち望んでいます。はい、確かに
そうですが、しかし、今の私たちの奉仕においては、神は、必要なときに必要なものを与えてくださる
誠実な方であることを知っているため、何も期待すべきではありません。最後になりましたが、ルカの福
音書の 17 章 7 節から 10 節までをお読みいただきたいと思います。ルカの福音書 17 章 7～10 節です。
お読みします。これはイエスの御言葉です。
ルカの福音書 17 章
7 あなたがたのだれかのところに、畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰って来た
ら、
「さあ、こちらに来て、食事をしなさい」と言うでしょうか。
8 むしろ、
「私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。おまえはそ
の後で食べたり飲んだりしなさい」と言うのではないでしょうか。
9 しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。
10 同じようにあなたがたも、自分に命じられたことをすべて行ったら、
「私たちは取るに足りないしもべ
です。なすべきことをしただけです」と言いなさい。
イエスはここで語っておられます。これにより、私たちは謙虚な気持ちになり、きちんと地に足をつけ続
けることができるのです。私たちは、召されたことをするだけの利益のないしもべです。それだけです。
利益はありません。神は私たちに何の借りもありませんが、私たちにすべてを与えてくださいました。こ
れは、主に仕えるための最も謙虚な方法です。そしてそれは、私たちの歩みの中で、益をもたらすでしょ
う。神は、弟子になることや神に従うことが簡単だとはおっしゃいませんでしたが、神の約束に基づけ
ば、それが価値あることだと私たちは知るべきです。私たちの考え方はこうあるべきであり、そうするこ
とで、私たちの奉仕が満たされるのです。お立ちください。祈りましょう。
主よ、あなたがこのメッセージを祝福してくださるよう祈ります。私たち全員が弟子としての代償を見
つめ、あなたの呼びかけを聞き、こんにちのこの世界で、あなたが私たちに与えているどの分野において
も、ためらうことなく従うことができるように祈ります。私たちの歩みを強くしてください。より深い思
いを与えてください。私たちが人の言うことを恐れず、あなたのおっしゃられることに従う真の弟子と
なり、あなたに仕えることを再開するために、私たちを力づけてください。私たちはあなたを愛し、あな
たを賛美します。キリスト・イエスの力ある御名によって祈ります。アーメン。
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