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＜今朝の聖書から
【サマリアは外国
なる民族という意味合いよりも、異なる信仰を持っていた人々の住むところと
いう意味合いで用いられています。もとも
ら、やがてソロモンの死後
い間に、南のユダ王国と、あまり行き来がなくなり
拝するようになって
からは荒れ果てた
た場所です
域の様子をよく示しているのが、ヨハネの福音書
戸端”での描写です。ヨハネ
あなたがサマリアの女のわたしに、どうして水を飲ませてほしいと頼むの
か」と言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからで
【癒しの奇跡】
と関係しています。弟子たちには、自然界に対する超自然的な奇跡も示され
ました。神様に対する信仰があり、願いを申し上げた時に、その信頼にこたえ
るかのように、また友の執り成しのいのりの成就のために、病に対する癒しが
記録されていることが多いようです。今朝の箇所でも、“私たちを
さい（13
形で説明されています。もう一度思い出しましょう。奇跡は“抑圧の中にある
人々の益としてなされる”のであって、帽子の中から鳩が飛び出すというよう
な、奇術とは全く関係のないものなのです。らい病を患っている人々の、解放
はまず、当時の宗教的指導者に、身体を見せ、“癒され清くなった”という宣言
を受け、社会復帰が許されるというようなものでした。
【異邦人を含む人々にも】
りませんが、主に讃美の捧げものをするために帰って
マリアの人でした（
なたは、福音を信じ悔い改めにより、まことの神に立ち返りますか、などとは確
認しておられません。”癒して頂きたい“という願いは信頼がなければできま
せんが、まず癒しが先行しています。どうも今の教会は、それがどの程度のも
のか別にしても、揺らぎない信仰を確認しているようです。聖書のこの記事は
後から、確認
は、地球のマークが記され
ることがあ
【教会の異邦人】
んなところありますが）、何となく緊張感が持ち込まれるような時があります。特
に、何かいさかいがあって、集わなくなった人が戻って来た時などです。まず
喜びがあることを思い出しましょう。奉仕はその方に委ねられているのです。
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人々の益としてなされる”のであって、帽子の中から鳩が飛び出すというよう
な、奇術とは全く関係のないものなのです。らい病を患っている人々の、解放
はまず、当時の宗教的指導者に、身体を見せ、“癒され清くなった”という宣言
を受け、社会復帰が許されるというようなものでした。
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認しておられません。”癒して頂きたい“という願いは信頼がなければできま
せんが、まず癒しが先行しています。どうも今の教会は、それがどの程度のも
のか別にしても、揺らぎない信仰を確認しているようです。聖書のこの記事は
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あります。”主を信ずる人に“とはありません。
【教会の異邦人】教会に元々集っていた人が、久しぶりに来ると（何処でもそ
んなところありますが）、何となく緊張感が持ち込まれるような時があります。特
に、何かいさかいがあって、集わなくなった人が戻って来た時などです。まず
喜びがあることを思い出しましょう。奉仕はその方に委ねられているのです。
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