C Easter 4 May 8, 2022
Readings
Acts 13:14 Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ [εἰσ]ελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.
Acts 13:43 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν ποKοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβοµένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες
αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσµένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.
Acts 13:44 Τῷ δὲ ἐρχοµένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου.
Acts 13:45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουµένοις βλασφηµοῦντες.
Acts 13:46 παρρησιασάµενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν· ὑµῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους
κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόµεθα εἰς τὰ ἔθνη.
Acts 13:47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡµῖν ὁ κύριος· τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Acts 13:48 Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
Acts 13:49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι᾿ ὅλης τῆς χώρας.
Acts 13:50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβοµένας γυναῖκας τὰς εὐσχήµονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγµὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ
Βαρναβᾶν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Acts 13:51 οἱ δὲ ἐκτιναξάµενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον,
Acts 13:52 οἵ τε µαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύµατος ἁγίου.
Rev 7:9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθµῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ
θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου περιβεβληµένους στολὰς λευκὰς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν,
Rev 7:14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ· κύριέ µου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν µοι· οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόµενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς µεγάλης καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν
αὐτὰς ἐν τῷ αἵµατι τοῦ ἀρνίου.
Rev 7:15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡµέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾿
αὐτούς.
Rev 7:16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ µὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦµα,
Rev 7:17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ µέσον τοῦ θρόνου ποιµανεῖ αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλµῶν
αὐτῶν.
John 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐµὰ τῆς φωνῆς µου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτὰ καὶ ἀκολουθοῦσίν µοι,
John 10:28 κἀγὼ δίδωµι αὐτοῖς
ζωὴν αἰώνιον καὶ οὐ µὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ
ἐκ τῆς χειρός µου.
John 10:29 ὁ πατήρ µου ὃ δέδωκέν µοι πάντων µεῖζόν ἐστιν,
καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν
ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.
John 10:30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσµεν.
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Comments
•

今日はC年復活節の第四主日。復活の主日で「見て、信じた(ヨハ20:8)」弟子たちが「見ないで信じる(同20:29)」ようになり、先週は「わからな

かった(同21:4)」弟子たちが、復活のイエスに出会うことによって「知っていた(同21:18)」と変化してきた。さて今日第四主日では復活物語から離

れて、すなわちA, B, C年どの年もヨハネ福音書10章の「良い羊飼いのたとえ」から朗読が取り上げられ、「知る」とは何かが掘り下げて語られてい
る。今年C年では10:27-30がとりあげられて、イエスと羊の関係が表現されている。この原文は前半と後半がカンマで区切られ、「わたしの羊は私
の声を聞く、そしてわたしはそれら(羊)を知っていて

それら(羊)はわたしに従う」という三つの文章から組み立てられている。この三つの文章のう

ち最初と最後の主語は「羊」であるが、真ん中二つ目の文章の主語は「わたし(主)」である。この「羊は声を聞く」「羊はわたしに聞き従う」とい
う表現は、旧約時代にシナイ山で契約を締結した時、モーセが契約内容を読み聞かせるとイスラエルの民が声を一つに叫んだ「ְו ִנְשָֽׁמע
セー ヴェニシュマー

ַנֲﬠֶ֥שׂה

ナア

行い、守ります(出24:7)」を直ちに思い起こさせる。みことばを聞いて従うことがイスラエルの信仰の核心だからである。そ

こで今日の福音と比較するとあることに気づかされる。それは「羊が声を聞く」と「羊は私に聞き従う」の間に、「わたしは羊を知っている」とい
う主語が羊から主イエスに変わった文章が入っていることである。旧約のようにイスラエルが神に聞き従い、そのみことばに従うという点から、そ

うすることができるのは「主が羊を知っている」から聞き従うことができるようになるという点に関係が深まっていることが分かる。自分自身の能
力や努力とは関係なく、イエスに知られているから聞き従えるのだというヨハネ共同体の信仰告白を聞くかのようだ。今日の答唱詩篇(詩100:3)は
「神こそ、主であると悟れ(知れ) ִ֥הים

;֫ ְדּ֗עוּ ִֽכּי־ ְיה ָו֮ה ֤הוּא ֱא

デウー キーアドナイ フー エロヒーム」と述べている。「神がいつくしみ深く、そのあわ

れみは限りなく、そのまことは代々に及ぶ」ことを知った者が賛美することができるのは、自分が神を「知った」だけでなく、自らのことを神が
•

「知った」からである。

続いてイエスとそれに従う人と、羊飼いと羊の関係は、イエス自身と神の関係と並行であることが述べられる。28節でみことばを聞くことが、「わ
たしは彼らに永遠の命を与え、そして彼らは決して滅びない

永遠に

そして取り上げることはない

誰かが

され、29節はそれを神とイエスの関係へと次のように展開させる。「わたしの父が、わたしに与えたものは
取り上げることはできない

羊たちを

わたしの手から」と表現

すべてのものより大きい、そして何も

父の手から」。イエスが羊に与えたのは「永遠のいのち」であり、それは、神がイエスに与えた「もの ὃ δέδωκέν µοι」

であり、だれもそれを「取り上げることができない」。永遠のいのちは、取り上げられてしまったり滅ぼされてしまうことはなく、自分がどこに行

こうがどのような境遇になろうが、自分の内に与えられているから私を離れることはない¹。また永遠のいのちはモノではないから、あれこれと自分
の気分で取ったり捨てたりすることはできない。自分自身がそれに従わなければならないのであって、モノと比較すると方向が真逆である。第一朗

読の使徒言行録は「サウル²、サウル、なぜ、わたしを迫害するのか(使9:4)」と主イエスに自らを知られたパウロが、ギリシア地方で宣教をする場面
である。そこではユダヤ人と激しく対立して(13:44-45)パウロの宣教は失敗しているが、パウロは次の町へくじけることなく向かっている。主が自
分を知ってくれた喜びにパウロが突き動かされているからだ。

¹ 申命記30:12-14, ロマ10:6-8, エレ31:34, エゼ11:19参照。
² キリスト教に回心する前のパウロの旧名。
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