Ordinary 13 June 26, 2022
Readings

׃I ַﬠל־ ִיְשׂ ָר ֵ֑אל ְוֶאת־ֱאִלי ָ ֤שׁע ֶבּן־ָשָׁפ֙ט ֵמאָ ֵ֣בל ְמחוָֹ֔לה ִתְּמַ֥שׁח ְל ָנ ִ֖ביא ַתְּח ֶֽתּי:ְוֵא֙ת ֵי֣הוּא ֶבן־ ִנְמִ֔שׁי ִתְּמַ֥שׁח ְל ֶ ֖מֶל
 אַ ַדּ ְר֖תּוֹ ֵא ָֽליו׃:ח ֵ֔רשׁ ְשׁ ֵנים־ָﬠ ָ ֤שׂר ְצָמ ִדי֙ם ְלָפ ָ֔ניו ְו֖הוּא ִבְּשׁ ֵ֣נים ֶהָﬠ ָ ֑שׂר ַו ַיֲּﬠ ֤בֹר ֵא ִ ֙ל ָיּה֙וּ ֵאָ֔ליו ַו ַיְּשׁ ֵ֥ל
ֹ  ִ֠מָשּׁם ַו ִיְּמָ֞צא ֶאת־ֱאִלי ָ ֤שׁע ֶבּן־ָשָׁפ֙ט ְו֣הוּא:ַו ֵיּ ֶ֣ל
׃: ֔שׁוּב ִ֥כּי ֶמה־ָﬠִ֖שׂיִתי ָֽל: ַו ֤יּ ֹאֶמר ל֙וֹ ֵ֣לIַו ַיֲּﬠ ֣זֹב ֶאת־ַהָבּ ָ ֗קר ַ֙ו ָיּ ָר֙ץ אֲַח ֵ֣רי ֵֽאִל ָ֔יּהוּ ַו ֗יּ ֹאֶמר ֶאְשָּׁקה־ ָנּ֙א ְלאָ ִ֣בי וְּלִאִ֔מּי ְוֵאְל ָ֖כה אֲַח ֶ֑רי
 אֲַח ֵ֥רי ֵאִל ָ֖יּהוּ ַו ְיָשׁ ְר ֵֽתהוּ׃ פ:ַו ָ֨יָּשׁב ֵמאֲַח ָ֜ריו ַו ִיּ ַ֣קּח ֶאת־ ֶ֧צֶמד ַהָבּ ָ֣קר ַו ִיּ ְזָבּ ֵ֗חהוּ וִּבְכ ִ֤לי ַהָבָּק֙ר ִבְּשּׁ ָ֣לם ַהָבָּ֔שׂר ַו ִיּ ֵ֥תּן ָל ָ֖ﬠם ַויּ ֹא ֵ֑כלוּ ַו ָ֗יָּקם ַו ֵיֶּ֛ל
 ַו ָ֗יָּקםreviah!

Kgs 19:16 1
1 Kgs 19:19
1 Kgs 19:20
1 Kgs 19:21

Gal 5:1 Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ µὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
Gal 5:13 Ὑµεῖς γὰρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· µόνον µὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορµὴν τῇ σαρκί, ἀNὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀNήλοις.
Gal 5:14 ὁ γὰρ πᾶς νόµος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Gal 5:15 εἰ δὲ ἀNήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε µὴ ὑπ᾿ ἀNήλων ἀναλωθῆτε.
Gal 5:16 Λέγω δέ, πνεύµατι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυµίαν σαρκὸς οὐ µὴ τελέσητε.
Gal 5:17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυµεῖ κατὰ τοῦ πνεύµατος, τὸ δὲ πνεῦµα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα γὰρ ἀNήλοις ἀντίκειται, ἵνα µὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε.
Gal 5:18 εἰ δὲ πνεύµατι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόµον.
Luke 9:51 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὰς ἡµέρας τῆς ἀναλήµψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήµ.
Luke 9:52 καὶ ἀπέστειλεν ἀbέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώµην Σαµαριτῶν ὡς ἑτοιµάσαι αὐτῷ·
Luke 9:53 καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόµενον εἰς Ἰερουσαλήµ.
Luke 9:54 ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν· κύριε, θέλεις εἴπωµεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς;
Luke 9:55 στραφεὶς δὲ ἐπετίµησεν αὐτοῖς.
Luke 9:56 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώµην.
Luke 9:57 Καὶ πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν· ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Luke 9:58 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλίνῃ.
Luke 9:59 Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον· ἀκολούθει µοι. ὁ δὲ εἶπεν· [κύριε,] ἐπίτρεψόν µοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα µου.
Luke 9:60 εἶπεν δὲ αὐτῷ· ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάbεNε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Luke 9:61 Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος· ἀκολουθήσω σοι, κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν µου.
Luke 9:62 εἶπεν δὲ [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς· οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾿ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
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三位一体、キリストの聖体が終わり、クリスマスまでほぼ半年の時期となった。典礼暦では年間主日が始まり待降節までイエスの一連の教えが取り

上げられる。今日の年間第13主日はイエスによる二回の受難予告(9:22, 9:44)に続くだけでなく、ルカ福音書で最も重要な転回点である9:51が次の
ように記されている。「イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς
Ἰερουσαλήµ (逐語訳：彼は 顔を 固めた 行くための エルサレムに)。」受難・死・復活・昇天・聖霊降臨という一連の出来事をエルサレムに集中させ
て物語を進行させるルカは、この都へ「顔を向け」たイエスの決意を伝えている。福音朗読は二部構成、つまり前半51-56節、後半57-62節に分け
られ、イエスに従うことと、弟子たちの考えていたそれとの食い違いが始まったことを指摘している。先述したように、イエスがエルサレムに向か

う決意をした一方で、弟子たちは次のように反応している。53節でサマリア地方の村人がイエス一行を歓迎しなかったのを受けて、弟子のヤコブと
ヨハネは「主よ、お望みなら天から火を降らせて、彼らを焼き滅ぼしましょうか(54節)」と進言している。直前の9:10-17では、五千人にパンを与

えるイエスの特別な能力を弟子たちは目の当たりにした。これを受けた弟子たちの反応に、イエスに自分たちが近しいことを特権のように思い、さ

らにはイエスが見せた神の力を自分たちが自由に操作できるのだという思い上がりが透けて見える。57節からはこのような弟子たちに対して、道に
従うことに条件をつける人たちの記事がぶつけられる。「あなたがおいでになる所なら、どこへでも従って参ります」と言う人が現れるが、「父を

葬りに行かせて下さい」「まず家族にいとまごいに行かせてください」という条件であれば従うという人物たちである。イエスは、彼らの条件を一

切退けて「あなたは行って神の国を言い広めなさい」「鋤に手をかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくない」と退けている。イエスの
•

返答はなんと厳しいことか。

そこで第一朗読の預言者エリシャの召命記事を手がかりにしてイエスの発言を考えてみたい。第一朗読列王記上19:20ではエリヤから誘いを受けた

エリシャが「私の父、わたしの母に別れの接吻をさせてください。それからあなたに従います」と答えた。するとエリヤはそれを受け入れて「行っ

て来なさい。わたしがあなたに何をしたというのか¹」と答え、エリシャは牛を屠って人々と食べた後に帰ってきた(21節)。エリシャが牛の装具であ
る鋤を燃やしたことは、二度と農業につかない決心であり、牛を屠ったことは犠牲奉献ではなく、両親と親族に別れの食事を振舞ったことを指して
いる²。両親の元で別れる食事をして決意を固めた後、エリシャはエリヤに付き従っている。イスラエルの王、偽預言者や偽祭司と全面対決してい

た(王下17-19章)エリヤに従うことは、決意のいることだったからだ。親元から戻ったエリシャは、「立ってエリヤに従い、彼に仕えた」 これに対
してイエスの弟子たちが横目で見ていたのは、親や友人に別れを告げずに従うことは自分にはできないとイエスの元を去っていく人たちである。で
は、なぜ弟子たちはこの厳しい条件につき従えたのだろうか。それは、弟子たちがイエスに従った理由とは、五つのパンを5千人に配って全員が満

腹した不思議な出来事に遭遇し、このまま付き従っていれば、自分にも天から火を降らせてサマリアを滅ぼせる力をイエスから分けてもらえるかも
しれないし、その後継者になれるかもしれないという欲望があったからで、そのためには親元に帰っている場合ではなかったのだろう。イエスが求
める厳しい従順の条件は、それができるかどうかよりも、イエスの権威や不思議な力に近づきたい誘惑に勝てない弟子たちを浮かび上がらせてい
る。彼らが自分の愚かさを悔い改めて「戻ってくる」には、そのために自らの命と引き換えにした十字架を待たなければならない。
¹ "I.e., I am not stopping you," Jewish Study Bible, p. 701., note b.

²

Robert Alter, "Ancient Israel", WW. Norton and Company, 2013, p. 709.
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