Ordinary 14 July 3, 2022
Readings

אֲה ֶ֑ביָה ִ֤שׂישׂוּ ִאָתּ֙הּ ָמ֔שׂוֹשׂ ָכּל־ַהִֽמְּתאְַבּ ִ֖לים ָﬠ ֶֽליָה׃
ֹ  ִשְׂמ֧חוּ ֶאת־ ְירוָּשׁ ַ ֛ל ִם ְו ִ֥גילוּ ָ֖בהּ ָכּל־Isa 66:10
מצּוּ ְוִהְתַﬠ ַנּ ְג ֶ֖תּם ִמ ִ֥זּיז ְכּבוֹ ָֽדהּ׃ ס
ֹ ֛  ְל ַ ֤מַﬠן ִֽתּי ְנק֙וּ וְּשַׂבְﬠֶ֔תּם ִמ ֖שּׁ ֹד ַתּ ְנֻח ֶ ֑מיָה ְלַ֧מַﬠן ָתּIsa 66:11
 ִֽכּי־ ֣כֹה ׀ אָ ַ ֣מר ְיה ָ֗וה ִה ְנ ִ֣ני ֹנ ֶֽטה־ֵ֠אֶליָה ְכּ ָנָ֨הר ָשׁ ֜לוֹם וְּכ ַ֧נַחל שׁוֹ ֵ֛טף ְכּ֥בוֹד גּוֹ ִ֖ים ִֽוי ַנְק ֶ֑תּם ַﬠל־ַצ֙ד ִתּ ָנֵּ֔שׂאוּ ְוַﬠל־ִבּ ְר ַ֖כּ ִים ְתָּשֳׁﬠָֽשׁעוּ׃Isa 66:12
 ְכִּ֕אישׁ ֲאֶ֥שׁר ִא֖מּוֹ ְתּ ַנֲח ֶ ֑מנּוּ ֵ֤כּן אָֹֽנִכ֙י ֲא ַ֣נֶחְמֶ֔כם וִּבי ֽרוָּשׁ ַ ֖ל ִם ְתּ ֻנ ָֽחמוּ׃Isa 66:13
א ְי ָֽביו׃
ֹ  וּ ְרִאיֶת֙ם ְו ָ ֣שׂשׂ ִלְבֶּ֔כם ְוַﬠְצמוֵֹתי ֶ֖כם ַכּ ֶ֣דֶּשׁא ִתְפ ַ֑רְח ָנה ְונוֹ ְד ָ֤ﬠה ַיד־ ְיה ָו֙ה ֶאת־ֲﬠָב ָ֔דיו ְו ָז ַ֖ﬠם ֶאת־Isa 66:14
Gal 6:14 Ἐµοὶ δὲ µὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ µὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐµοὶ κόσµος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσµῳ.
Gal 6:15 οὔτε γὰρ περιτοµή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία ἀMὰ καινὴ κτίσις.
Gal 6:16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ.
Gal 6:17 Τοῦ λοιποῦ κόπους µοι µηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγµατα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατί µου βαστάζω.
Gal 6:18 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν, ἀδελφοί· ἀµήν.
Luke 10:1 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδοµήκοντα [δύο] καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ
ἤµεMεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
Luke 10:2 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· ὁ µὲν θερισµὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισµοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισµὸν αὐτοῦ.
Luke 10:3 ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέMω ὑµᾶς ὡς ἄρνας ἐν µέσῳ λύκων.
Luke 10:4 µὴ βαστάζετε βαMάντιον, µὴ πήραν, µὴ ὑποδήµατα, καὶ µηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
Luke 10:5 εἰς ἣν δ᾿ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
Luke 10:6 καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑµῶν· εἰ δὲ µή γε, ἐφ᾿ ὑµᾶς ἀνακάµψει.
Luke 10:7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾿ αὐτῶν· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ. µὴ µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Luke 10:8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑµᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑµῖν
Luke 10:9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ λέγετε αὐτοῖς· ἤoικεν ἐφ᾿ ὑµᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Luke 10:10 εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ µὴ δέχωνται ὑµᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε·
Luke 10:11 καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κοMηθέντα ἡµῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑµῶν εἰς τοὺς πόδας ἀποµασσόµεθα ὑµῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤoικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Luke 10:12 λέγω ὑµῖν ὅτι Σοδόµοις ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Luke 10:13 Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν ὑµῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ
καθήµενοι µετενόησαν.
Luke 10:14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑµῖν.
Luke 10:15 καὶ σύ, Καφαρναούµ, µὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ.
Luke 10:16 Ὁ ἀκούων ὑµῶν ἐµοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑµᾶς ἐµὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐµὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά µε.
Luke 10:17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες· κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.
Luke 10:18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
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Luke 10:19 ἰδοὺ δέδωκα ὑµῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναµιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑµᾶς οὐ µὴ ἀδικήσῃ.
Luke 10:20 πλὴν ἐν τούτῳ µὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύµατα ὑµῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόµατα ὑµῶν ἐoέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
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•

•

今日は年間14主日。先週からイエスはエルサレムに向けて歩みを進める決意を固めている。同時に、今日の福音でも弟子たちの思い上がりが不気味
な暗雲のように物語の行手に広がり出している。一方、福音朗読前半部分の10:1-9節ではイエスの教えの最も重要なキーワードの一つである「神の
国」が述べられる。

第一朗読では第二イザヤによって、バビロニア帝国によって陥落して廃墟にされたエルサレムの町、特に神殿再興のイメージが描かれている。そこ

では母親をエルサレム、子どもをイスラエルの民として比喩的に表現しているが、神が女性として表現される旧約聖書で印象的な箇所だ。イザヤは
バビロニア捕囚から帰還して神殿を再建する人々を、四回(11節、13節 3)も動詞「憐れむ

 נחםナーハーム」を繰り返して、イスラエルの民を励ま

している。12節を見ると、「…見よ、わたしはエルサレムに向かって国々の栄光を平和の大河のように、そして豊かに流れる川のように届けよう(私
訳)。」神の契約に背いて国と神殿を滅ぼしたイスラエルが、神殿で契約祭儀を再び行うことが許されることを「 ָשׁ ֜לוֹם平和(シャローム)」が示して
いる。なぜなら典礼用語としてのָשׁ ֜לוֹםはイスラエル神殿で祭儀が行われ、神と民の間に契約が更新されたことを示す用語だからだ(民25:12, イザ
•

•

54:10,エゼ34:25, マラ2:5、特にエフェ2:14.)。主の栄光がこうして川のようにエルサレムに向かって流れだす(cf. 王上8:11)。
福音朗読では、新しい契約をもたらすイエスも「平和」を使っている。しかしそれは旧約聖書の契約更新ではなく、新しい契約である。なぜなら契
約は受け継がれるだけでなく、イエスがその内容を新しくしたからである。物語はイエスが弟子たち72人を任命して町や村に派遣することから始
まっている。この弟子たちは、受け入れてくれる支援者だけではなく、反対者の中にも放り込まれるので「狼の群れに子羊を送り込むようなもの
だ」と表現される。そして貧しさを献げ物とするようにと「財布も袋も履物も持って行くな(4節)」と命じられている。そして「どこかの家に入った
ら、まず、『この家に平和があるようにεἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ1』と言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。
もし、いなければ、その平和はあなたがたに戻ってくる(6節)」と言い渡される。ところで「この家」とは宣教先の「家」を指しているのだろうが、
ヘブライ語で「家」は「神殿」をしばしば指す単語である2』。この箇所でイエスが述べた「この家に平和があるように」というギリシア語表現は、

アラム語に直して聞き直すと「この神殿に平和があるように3』」とも響いてくる。イエス時代に人々に話されていたアラム語でこの表現を捉えなおせ
ば、福音書の聞き手は誰かの家屋だけでなく、それは神殿祭儀の「平和」שלוםの意味を聞き手は即座に察知したであろう。このことはイエスがもた
らした決定的な出来事である。旧約聖書時代に神の栄光が現れるのは神殿であったが、新約時代はイエスの弟子たちがみことばを運んでとどまった
場所、つまり民家や野原での集まり、そしてイエスの名のもとに集まった人々の間へと宗教が大きく跳躍したことを示すからである。それは同時
に、神殿以外の祭儀を一切認めない律法学者やファリサイ派と対立する大きな裂け目となっていく。
最後に、この弟子たちが派遣されて「平和」を告げる集まりが9節で、次のように言い換えられたことに注意したい。「神の国はあなたがたに近づ
いた ἤoικεν ἐφ᾿ ὑµᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 」そこでは、神の国があなたがたに近づいたのであって、あなたがたが神の国に近づいたのではないという
劇的な変化が控えめに述べられているからだ。歴代誌下36:23のように、神殿に人が上っていって神の栄光と出会う時代が終わっている。イエスに
よれば、神の国は主の憐れみがわれわれと出会うために向こうからこちらへと近づいているというのだ。人ではなく、神が私たちを求めて探しまわ
る神の国がイエスによって静かに始まっている。

¹ 5-6節のἐιρηνηをペシッタはשלמאと訳している.
² 例えば、王上8:10「主の神殿 」 ֵ֥בּית ְיה ָֽוה.
³ ペシッタは שלמא לביתא הנאと訳している.
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