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Readings
אד׃
ֹ ֽ מ ָ֖רה ִכּי־ ָ֑רָבּה ְו ַ֨חָטּאָ֔תם ִ֥כּי ָכְב ָ֖דה ְמ
ֹ  ַו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָ֔וה ַזֲﬠ ַ֛קת ְס ֥ד ֹם ַוֲﬠGen 18:20
 ֵֽא ֲר ָדה־ ָ֣נּא ְוֶא ְרֶ֔אה ַהְכַּצֲﬠָק ָ֛תהּ ַה ָ֥בּאָה ֵא ַ֖לי ָﬠ֣שׂוּ ׀ ָכּ ָ֑לה ְוִאם־ ֖ל ֹא ֵא ָֽדָﬠה׃Gen 18:21
 ַו ִיְּפ ֤נוּ ִמָשּׁ֙ם ָֽהֲא ָנִ֔שׁים ַו ֵיְּל֖כוּ ְס ֑ד ָֹמה ְואְַ֨ב ָרָ֔הם עוֹ ֶ֥דנּוּ עֹ ֵ ֖מד ִלְפ ֵ֥ני ְיה ָֽוה׃Gen 18:22
 ַו ִיּ ַ֥גּשׁ אְַב ָר ָ֖הם ַויּ ֹא ַ ֑מר ַהאַ֣ף ִתְּסֶ֔פּה ַצ ִ֖דּיק ִﬠם־ ָרָֽשׁע׃Gen 18:23
 אוּ ַ֥לי ֵי֛שׁ ֲחִמִ֥שּׁים ַצ ִדּי ִ֖קם ְבּ֣תוֹ^ ָה ִ֑ﬠיר ַהאַ֤ף ִתְּסֶפּ֙ה ְול ֹא־ִת ָ ֣שּׂא ַלָמּ֔קוֹם ְל ַ ֛מַﬠן ֲחִמִ֥שּׁים ַהַצּ ִדּי ִ֖קם ֲאֶ֥שׁר ְבִּק ְר ָֽבּהּ׃Gen 18:24
 ֵמֲﬠ ֣שׂ ֹת ׀ ַכּ ָדּ ָ֣בר ַה ֶ֗זּה ְלָהִ֤מית ַצ ִדּי֙ק ִﬠם־ ָרָ֔שׁע ְוָה ָ֥יה ַכַצּ ִ֖דּיק ָכּ ָר ָ ֑שׁע ָח ִ֣לָלה ָ֔לּ^ ֲהשׁ ֵֹפ֙ט ָכּל־ָהאָ֔ ֶרץ ֥ל ֹא ַיֲﬠ ֶ ֖שׂה ִמְשׁ ָֽפּט׃d֜ ָחִ֨לָלה ְלּGen 18:25
 ַו ֣יּ ֹאֶמר ְיה ָ֔וה ִאם־ֶאְמ ָ֥צא ִבְס ֛ד ֹם ֲחִמִ֥שּׁים ַצ ִדּי ִ֖קם ְבּ֣תוֹ^ ָה ִ֑ﬠיר ְו ָנָ֥שׂאִתי ְלָכל־ַהָמּ֖קוֹם ַבֲּﬠבוּ ָֽרם׃Gen 18:26
אְַלִתּ֙י ְל ַד ֵ֣בּר ֶאל־ֲאד ֹ ָ֔ני ְואָֹנ ִ֖כי ָﬠ ָ֥פר ָוֵֽאֶפר׃
֙  ַו ַ֥יַּﬠן אְַב ָר ָ֖הם ַויּ ֹא ַ ֑מר ִה ֵנּה־ ָ֤נא הוֹGen 18:27
 אוַּ֠לי ַיְחְס֞רוּן ֲחִמִ֤שּׁים ַהַצּ ִדּיִק֙ם ֲחִמָ֔שּׁה ֲהַתְשׁ ִ֥חית ַבֲּחִמָ֖שּׁה ֶאת־ָכּל־ָה ִ֑ﬠיר ַ֙ויּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא אְַשׁ ִ֔חית ִאם־ֶאְמ ָ֣צא ָ֔שׁם אַ ְרָבּ ִ֖ﬠים ַוֲחִמָֽשּׁה׃Gen 18:28
 ַו ֨יּ ֶֹסף ֜עוֹד ְל ַד ֵ֤בּר ֵאָלי֙ו ַויּ ֹאַ֔מר אוּ ַ֛לי ִיָמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם אַ ְרָבּ ִ֑ﬠים ַ֙ויּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠֶ֔שׂה ַבֲּﬠ֖בוּר ָהאַ ְרָבּ ִֽﬠים׃Gen 18:29
ִֽשׁים׃mִ֑שׁים ַ֙ויּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֶֽאֱﬠֶ֔שׂה ִאם־ֶאְמ ָ֥צא ָ֖שׁם ְשׁm ַ֠ויּ ֹאֶמר אַל־ ָ֞נא ִ֤יַחר ַֽלאד ֹ ָנ֙י ַוֲא ַד ֵ֔בּ ָרה אוּ ַ֛לי ִיָמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ְשׁGen 18:30
אְַלִתּ֙י ְל ַד ֵ֣בּר ֶאל־ֲאד ֹ ָ֔ני אוּ ַ֛לי ִיָמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ֶﬠְשׂ ִ֑רים ַ֙ויּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא אְַשׁ ִ֔חית ַבֲּﬠ֖בוּר ָֽהֶﬠְשׂ ִֽרים׃
֙  ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ֵֽנּה־ ָ֤נא הוֹGen 18:31
 ַ֠ויּ ֹאֶמר אַל־ ָ֞נא ִ֤יַחר ַֽלאד ֹ ָנ֙י ַוֲא ַדְבּ ָ֣רה אַ^־ַהַ֔פַּﬠם אוּ ַ֛לי ִיָמְּצ֥אוּן ָ֖שׁם ֲﬠָשׂ ָ֑רה ַ֙ויּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא אְַשׁ ִ֔חית ַבֲּﬠ֖בוּר ָהֲﬠָשׂ ָֽרה׃Gen 18:32
Col 2:12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισµῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
Col 2:13 καὶ ὑµᾶς νεκροὺς ὄντας [ἐν] τοῖς παραπτώµασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑµῶν, συνεζωοποίησεν ὑµᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάµενος ἡµῖν πάντα τὰ παραπτώµατα.
Col 2:14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾿ ἡµῶν χειρόγραφον τοῖς δόγµασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡµῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ µέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ·
Luke 11:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόµενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν µαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· κύριε, δίδαξον ἡµᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ
Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ.
Luke 11:2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
Luke 11:3 τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ᾿ ἡµέραν·
Luke 11:4 καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν.
Luke 11:5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τίς ἐξ ὑµῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ· φίλε, χρῆσόν µοι τρεῖς ἄρτους,
Luke 11:6 ἐπειδὴ φίλος µου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός µε καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·
Luke 11:7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· µή µοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία µου µετ᾿ ἐµοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.
Luke 11:8 λέγω ὑµῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.
Luke 11:9 Κἀγὼ ὑµῖν λέγω, αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑµῖν·
Luke 11:10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαµβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγ[ήσ]εται.
Luke 11:11 τίνα δὲ ἐξ ὑµῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;
Luke 11:12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
Luke 11:13 εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑµῶν, πόσῳ µᾶpον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦµα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.
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•

今日は年間17主日で福音書はルカ福音書に伝えられている主の祈りを取り上げている。一般的に主の祈りといえばマタイ福音書に登場するテキスト
のが長い方が用いられている。さて、「祈ることを私たちに教えてくださいδίδαξον ἡµᾶς προσεύχεσθαι(1節)」という弟子の願いで始まる今日の福音
は、前半が主の祈り、後半はこの祈りを説明するためにイエスのたとえ話で構成されている。ルカでは「父よ、あなたの名が聖とされますように

Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου(2節)」という主の祈りが、合わせ鏡のように後続する二つのたとえで説明されている。一方は夜中にパンを欲しがる
友人と、他方は子どもによいものを与える父親という二つのたとえ話である。まず夜中にパンを求める旅人が登場する。寝ている友人を起こしてパ

ンが欲しいと無理を言いはじめるが、諦めないで頼めば必要なパンは与えられるというたとえである。8節の「しつように頼めば」と翻訳されている
箇所を見てみよう。ここの原文はδια γε την ἀναιδειανであるが、ἀναιδειανの直訳は「恥も外聞もなく¹」で、その結果「しつこい」という訳を新共同
訳は採用している。原文はなりふり構わない切迫した、またはパンのためにドアを夜中に叩くことを恥と感じている場合ではないといわんばかりで
ある。この「しつこく」を続けて説明するように、もう一つの、子供によいものを与える父親のたとえでは「求める(「欲しがる」)αἰτήσει」「与え

るἐπιδώσει」が11、12節で対のように繰り返される。強く求めれば与えられるという強調構造が見えると、この二つのたとえをまとめた中央部分の
9-10節では「探せζητεω」「見つかるεὑρισκω」と「叩けκρουω」「開くἀνοιγω」という動詞で、求め続けたことに神が答えないわけがない確信が伝

わってくる。ではこれらの「求めよ」「与えられる」「探せ」「見つかる」「叩け」「開かれる」という動詞によって、あきらめずに求め続けるよ
•

うにというメッセージは、第一朗読とどのように関連するだろうか。

今日の第一朗読はソドムとゴモラを焼き滅ぼそうとする神に思い直させようと仲介に努力するアブラハムが選ばれている。創世記18章20節から取ら
れた物語は、ソドムとゴモラの罪が非常に大きいことを人々とアブラハムが確かめにやって来ることから始まる。22節で彼らがソドムに着くと、
「アブラハムはなお、主の御前に居た

ְוַאְב ָרָהם עוֹ ֶדנּוּ עֵֹמד ִלְפ ֵני ְיה ָוה

てアブラハムは

主の前に)」。この「主の前に立っている

未だに 立っていた

ヴェアブラハーム オーデンヌー オーメード リフネー アドナイ (逐語訳: そし

」עמד לפני יהוהという表現は典礼で神顕現のときに使われる定型

句であることに注意したい(レビ 9:5, 申 10:8, 18:7, 29:14, サム上6:20, 王上19:11(ホレブでのエリヤ), 王上22:21など)。そして立つだけにとどま
らず、神を前にしたアブラハムがその神へと近寄っている(ַאְב ָרָהם

ַו ִיּ ַגּשׁ

ヴァイグガシュ アブラハーム) 神の前に「立って」「近づいた」のは、モー

セが十戒をシナイで与えられた時にそうしたように(出20:21)、アブラハムも大胆に神に近づこうとしている。それは、「ソドムとゴモラの罪は非常
に重い(20節)」ので町を滅ぼそうとする神に、「正しい者を悪いものと一緒に滅ぼされるのですか(23節)」と取りなして神の怒りを思い直させよう
としている²。アブラハムは唯々諾々として神に従っていない。それどころか神に敬意を表しつつも、ソドムにいる「正しい者

 ַהַצּ ִדּיִק֙םハッツァディ

キーム」がいるではないかと果敢に食い下がる。なぜなら、アブラハムは人と違って神は粘り強く交渉するに値する、つまり神は人を滅ぼすことを
思い直す寛容さがある方だと知っているからである。必死なとりなしに対して怒っていても、神は思い直してそうすることをやめるという神の本質

がここに現れている。「卵を欲しがるのに、さそりを与える父親がいるだろうか」と問うことで、アブラハムが主に叫び求めた心で「主の祈り」を
唱えることをルカは読者に求めている。

¹
²

cf. αἰδεοµαι「恥いる」「畏れる」. ἀ+αἰδεοµαι

「 נחם憐む」. 特にハバ3:2b, 詩編85:6.
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