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ルカ 17:11-19 感謝を表す信仰 

 

「感謝を表す信仰」という題で主の御ことばを伝えます。今日は今年度の収穫感謝主日です。旧約聖書、出エジプト記 23 章

を見ますと神様に選ばれたイスラエル人は年に三度守らなければならないお祭りがありました。1)種を入れないパンの祭り、

2)初穗の刈り入れの祭り 3)年の終わりには勤勞の実を畑から取り入れる收穫祭を行なわなければならない 

現代の収穫感謝祭は年の終わりに行う勤勞の実を畑から取り入れる收穫祭にあたると思いますが直接的な由来はアメリ

カの教会からの影響です。信仰の自由を求めてアメリカに渡ったイギリスの清教徒(Puritan)たちは自分たちの家を建てる

前に先に教会堂を作りました。有名な話です。それで厳しい寒さの冬を乗り越えてアメリカ先住民インディアン（英: 

Indian）の助けによっていろいろな農作物を栽培しました。それで初めて収穫を得たとき、彼らはインディアンを招待して、

盛大な感謝祭を開き神様に感謝しながらインディアンたちに食事を分かち合うことになりました。そのことから由来された感

謝の祭りです。 

今日、私たちが読んだ聖書の本文にはイエス様に出会って不治の病気である,らい病から癒された十人の病人たちの話が

出ています。十人のらい病人たちがその町を通れるイエス様の噂を聞いて待っていまして、イエス様がその道を通れると一斉

にイエス様に向かって「イエス様、先生。どうぞあわれんで下さい」とお願いしました。それでイエス様は彼らを憐れんで下さい

まして特別な処方を与えて下さいました。その特別な処方ということはあなたがたの体を祭司に見せなさいということでした。

そうすれば癒される。祭司に見せればあなたがたは癒されたという判断が下れるから自分の家へ帰ることも出来るし、人々

に接続することが出来るということでした。ところが十人の病人たちが行く途中、自分たちの体に変化が生じたことに気が付

きました。ひどい皮膚の色が変わり、きれいになりました。痛みもなくなり、手や足の感覚が戻りました。完全に癒された。 

どのくらい大喜びに満ち溢れたでしょうか。想像もつかないほどの喜びではないでしょうか。 

それでその癒された十人の病人たちの中でたった一人だけイエス様のところに戻って来てひれ伏して感謝しました。この時に

イエス様が有名なおことばを述べました。これが 18節です。 

ルカの福音書 17:18 神をあがめるために戻って来た者は，この外国人のほかには，だれもいないのか．」 

St Luke17:18There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. 

눅 17:18 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 

路加福音 17 :18 除了這外族人、再沒有別人回來歸榮耀與 神麼。 

 

イエス様は癒された十人が戻って感謝を表すことを期待していました。しかし、現実は一人だけでした。 

旧約聖書を見ますと神様は私たちの弱点をよく知っていらっしゃるので度々感謝の祭りを行うように命じられました。どうして

でしょうか。どうして感謝を表すべきでしょうか。 

 

1. 私たち人間は感謝を表すことによって過去の恵みをより長く覚えることが出来るからです。反対に感謝を表さないと過

去の恵みを忘れてしまうことでしょう。そうです。哲学では人間はぼうきゃく [忘却]の動物であると言われています。

Humans are animals of Oblivion / Humans are animals of forgetfulness 

大体、私たちが感謝を表さないとどんどん過去の恵みを忘れてしまいます。皆さん考えて見てください。 

とくにイエス様に戻って来てひれ伏して感謝を表したのは外国人でした。今のイスラエル人は分かりませんが当時イスラエル

人たちは自分たちが神様に選ばれた特別な選民であるという意識が強くて異邦人たちとの付き合いはもちろん会話も嫌が

りました。ライ病人十人の中でも一人だけが異邦人、外国人ですのであらゆる面で差別を受けたかもしれません。しかし、

その外国人一人が戻って来て感謝を表しました。私のようなものをイエス様は全く差別なしで癒しの恵みを与えてくださった

と思ったではないでしょうか。 

旧約聖書の中でダビデという人は一生の間、感謝を持って過ごした立派な信仰者であると言えるかと思います。ダビデが書

いた詩篇には讃美と感謝のことで満ちています。彼がそのような感謝が出来ていることは過去のことをしっかりと覚えていたか

らです。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%85%88%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
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サムエル記第Ⅱ7:18 ダビデ王は行って主の前に座し，そして言った．「神，主よ．私がいったい何者であり，私の家

が何であるからというので，あなたはここまで私を導いてくださったのですか．2Samuel 7:18Then went king David in, 

and sat before the LORD, and he said, Who am I, O Lord GOD? and what is my house, that thou hast 

brought me hitherto? 

삼하 7:18 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 가로되 주 여호와여 나는 누구오며 내 집은 

무엇이관대 나로 이에 이르게 하셨나이까 

撒母耳記下 7:18 於是大衛王進去、坐在耶和華面前、說主耶和華阿、我是誰、我的家算甚麼、你竟使我到

這地步呢。 

これはダビデがイスラエルの王になったところです。彼は貧しい羊飼いの時期を忘れませんでした。主よ。私がいったい何者で

あり、ここまで私を導いてくださったのですか．自分の過去を覚えれば覚えるほどに謙虚になり、感謝することになりました。 

愛する皆さん。皆様もわたくしも生きて来た過去を思い出すと感謝の歌が出るはずです。 

使徒パウロはより根本的なことを覚えるべきであると指摘しています。 

 

エペソ人への手紙 2:11 ですから，思い出してください．あなたがたは，以前は肉において異邦人でした．

すなわち，肉において人の手による，いわゆる割礼を持つ人々からは，無割礼の人々と呼ばれる者で

あって，エペソ人への手紙 2:11 ですから，思い出してください．あなたがたは，以前は肉において異邦人

でした．すなわち，肉において人の手による，いわゆる割礼を持つ人々からは，無割礼の人々と呼ばれ

る者であって，Ephesians 2:11Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who 

are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands; That at 

that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the 

covenants of promise, having no hope, and without God in the world: 2:11 그러므로 생각하라 너희는 

그 때에 육체로 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례당이라 칭하는 자들에게 무할례당이라 

칭함을 받는 자들이라그 때에 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 

약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 

 

これが過去の私たちの停滞性ていたいせい.・アイデンティティー [identity]です。 

あなたがたも異邦人であったではないか。割礼は神の民になるしるしですがあなたがたは割礼も受けてない異邦人であった。

イスラエル人でもないし、神の約束とは関係ない人々であって神様も知らないし人生の究極的な目標もない人々であった。

これが私たちのアイデンティティー、停滞性です。このような人生が神様の御恵みに導かれてイエス様を自分の救い主とし

て受け入れて信じて永遠の命のもって生きているこの事実。この罪から救われた御めぐみを覚えればすべてのことについて感

謝ができるようになります。月一回聖餐式を通して私たちはこの十字架での救いの恵みを覚えてその恵みに感謝していま

す。 

2. 何より主に感謝を表すことによって主にその信仰が認められました。そして救いの恵みまでお受けることになりました。 

19節です。 

17:19 それからその人に言われた．「立ち上がって，行きなさい．あなたの信仰があなたを直したのです．」And he 

said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole. 그에게 이르시되 일어나 가라 네 

믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라就對那人說、起來走罷．你的信救了你了。 

 

この外国人は自分の体にらい病が癒されたことに気がついた時すぐ戻って来てイエス様にひれ伏して感謝しました。そのときイエス

様はこのように宣言されました。立ち上がって，行きなさい．あなたの信仰があなたを直したのです．彼は主が自分の病気

を癒して下さったことに対して感謝しましたが主は彼の霊の救いも与えて下さいました。なんと素晴らしい恵みでしょう。主は

小さなことに対して感謝しても忘れないで報いて下さるお方です。彼の感謝はただ表の感謝ではなくイエス様こそ自分が一

生間に頼り、ついて行くべき方であると信じて戻って来て感謝しました。だからイエス様は彼の信仰の考えを知っていてこのよ

うにあなたの信仰があなたを直したのです。と宣言しました。 
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主に感謝を表すことは祝福の未来を開くカギでもあると言えます。感謝は祝福の未来を開くかぎ 

もちろん現実は感謝できない、むしろ不平、不満、胸が詰まることがやまほどあります。でもその時こそすべてを治める主を信

じて感謝を表す信仰が必要です。 

イギリスの Charles Spurgeon  [Encouragement for the Depressed] で 

Be thankful for moonlight, 

and you shall get sunlight:  

be thankful for sunlight,  

and you shall get that light of heaven  

which is as the light of seven days. 

 

この外国人一人除いて 9 人も自分たちがイエス様の力によって癒されたという認識やイエス様に対する感謝の気持ちは全

く無かったとは言えないと思います。確かにイエス様の力によって癒されたという認識はあったと思います。そしてイエス様に対

する感謝の気持ちもあったと思います。しかし、彼らは何よりもまず主に感謝したいという思いはもっていなかったことです。そ

れは自分たちの人生の優先順位で主が第一ではないとの現れです。 

何よりも先に主に感謝を表す信仰をもって過去の恵みを覚えて行く、また感謝を表すのがいかほど重要であるかをしっかりう

けとめて神様に栄光を帰す人々になりますように。 


