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「友となってくださる神」
ルカによる福音書 19:1-10

1. 神は私たちを

として見ておられる。

「さて、イエスはエリコにはいって、その町をお通りになった。 ところが、そこにザアカイという名の人
がいた。この人は取税人のかしらで、金持であった。 彼は、イエスがどんな人か見たいと思っていたが、
背が低かったので、群衆にさえぎられて見ることができなかった。 それでイエスを見るために、前の方
に走って行って、いちじく桑の木に登った。そこを通られるところだったからである。 イエスは、その
場所にこられたとき、上を見あげて言われた、「ザアカイよ、急いで下りてきなさい。きょう、あなたの
家に泊まることにしているから」。 そこでザアカイは急いでおりてきて、よろこんでイエスを迎え入れ
た。 人々はみな、これを見てつぶやき、「彼は罪人の家にはいって客となった」と言った。
(ルカによる福音書 19:1-7)
「五羽のすずめは二アサリオンで売られているではないか。しかも、その一羽も神のみまえで忘れられ
てはいない。 その上、あなたがたの頭の毛までも、みな数えられている。恐れることはない。あなたがた
は多くのすずめよりも、まさった者である。」(ルカによる福音書 12:6-7)
「わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を持つためで
す。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝っ
たのです。」(ヨハネ 16:33)

2. 神の愛は私たちの
「ザアカイは立って主に言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、も
しだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍にして返します。」
(ルカによる福音書 19:8)
「神の慈愛があなたを悔改めに導く」(ローマ人への手紙 2:4)

3. 神は
来られた。

ものを

救うために私たちのところに

「 イエスは彼に言われた、「きょう、救がこの家にきた。この人もアブラハムの子なのだから。 人の子が
きたのは、失われたものを尋ね出して救うためである。」」(ルカによる福音書 19:9-10)
「人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなたがたにわたしが命じ
ることを行うならば、あなたがたはわたしの友である。」(ヨハネによる福音書 15:13-14)
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“God Who Becomes
Our
Friend"
Luke 19:1-10
1. God sees us as
He entered Jericho and was passing through it. 2 A man was there named
Zacchaeus; he was a chief tax collector and was rich. 3 He was trying to see who
Jesus was, but on account of the crowd he could not, because he was short in
stature. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore tree to see him, because he was
going to pass that way. 5 When Jesus came to the place, he looked up and said to
him, “Zacchaeus, hurry and come down; for I must stay at your house today.” 6 So
he hurried down and was happy to welcome him. 7 All who saw it began to
grumble and said, “He has gone to be the guest of one who is a sinner.”(Luke 19:17NRSV)
“Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of them is forgotten in
God’s sight. 7 But even the hairs of your head are all counted. Do not be afraid;
you are of more value than many sparrows.”(Luke 12:6-7 NRSV)
“I have said this to you, so that in me you may have peace. In the world you face
persecution. But take courage; I have conquered the world!”(John 16:33 NRSV)

2. God’s love
8 Zacchaeus stood there and said to the Lord, “Look, half of my possessions, Lord,
I will give to the poor; and if I have defrauded anyone of anything, I will pay back
four times as much.” (Luke 19:8 NRSV)
“...God’s kindness is meant to lead you to repentance…”(Romans 2:4 NRSV)

3. God came to

and to save

“Then Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because he too is
a son of Abraham. 10 For the Son of Man came to seek out and to save the lost.”
(Luke 19:8 NRSV)
"No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends. You are
my friends if you do what I command you."(John 15:13-14 NRSV)
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