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◇Pastor Takahashi’s Message◇     

“Something old, Something New” (Luke 16:19-31) There are two characters here, the rich 
man and Lazarus. Often the rich man is called “Dives”, the Latin word meaning wealthy. 
Lazarus is the only character whose name is given in all of the parables of Jesus. The meaning 
of the name is “God is my help”. The parable of the rich man and Lazarus provides another 
example of Jesus’ concern for the poor. ◆There are three stages in this parable. Act One: the 
scene is the home of the rich man. We don’t know how he becomes wealthy since there is no 
explanation in the bible.  At his gate, Lazarus lies down begging food and suffering from mass 
of sores; ill and hungry. There is a historical debate if this Lazarus is Lazarus of Bethany, 
whom Jesus raised from his death as Mary and Martha cried for their brother’s death. Some say 
no, this Lazarus is a different person from that Lazarus. As the name suggests, he is just another 
person saved by God. Others say yes. He is the same Lazarus; otherwise there was no need to 
name this poor man as the only one exception to be named in Jesus’ parables. Lazarus’ misery 
and degradation are punctuated by the presence of a dog competing over food falling from the 
rich man’s table. The dog might feel sorry for Lazarus that s/he even would come to Lazarus to 
lick his sores. The rich man is not shooing away the poor and sick Lazarus, but does not notice 
or does not care for the ill poor man. Lazarus died and his body was carried away by the angels 
to be with Abraham, the first patriarch and the father of the Hebrew nation, while the rich man 
got a proper burial when he died. ◆Act Two: the scene is of the afterlife based on the popular 
Jewish view after death at the time: Paradise and Hades. Between two worlds afterlife on earth, 
people could see and hear one another, but the gorge separates them. No one can cross the 
dividing abyss. In Paradise, once-beggar Lazarus sits comfortably with Abraham, while the rich 
man is in Hades being tormented begging water. In the moment of vindication for Lazarus, but 
the realization for the rich man that he has been ignoring those in need. Abraham reminds the 
rich man that he has had his good time and now it is the turn of Lazarus to be comforted. The 
disparity between the rich and poor in this world has existed from ancient time to this day. The 
disparity still exists after death, however, unlike the disparity of rich and poor in this world, the 
afterlife division is eternal. ◆Act Three: The rich man now accepts where he is; Hades, and 
pleads to warn his five brothers about his misery, not to come to the place of torment where he 
is. However, Abraham does not agree; people have all the warning they need already. “If they 
do not listen to Moses and the prophets, neither will they be convinced even if someone rises 
from the dead.”(16:31) The parable ends without the further comment, explanation, or teaching. 
◆The fourth Gospel, John’s Gospel may provide the epilogue to the parable of the rich man 
and Lazarus. If Lazarus of Bethany is Lazarus in today’s scripture, John’s Gospel may provide 
the epilogue for the parable of the rich man and Lazarus. In fact, Lazarus of Bethany was raised 
from the dead. But the Pharisees and Scribes, to whom the parable was told, did not believe or 
repent. And they were not convinced by the resurrection of Jesus either, as this text ends. ◆



“Moses and the prophets” refer Moses’ teachings, the Law from the first five books in Old 
Testament credited to Moses, and the teachings of the prophets from Joshua to 2nd Kings and 
from Isaiah to Malachi. Jesus came to this world to ‘Prepare the way of the Lord, make his 
paths straight. (Mark 1:3, Isaiah 40:3) In other words, he came to straighten up the Law and 
teachings that people had practiced. Deuteronomy 15:7-8 says, “If there is among you anyone 
in need, a member of your community in any of your towns within the land that the LORD your 
God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted toward your needy neighbor.  You 
should rather open your hand, willingly lending enough to meet the need, whatever it may be.” 
However, our economic system has never changed how we distribute our total wealth for the 
common good. We always have the “haves” and “have-nots”. The disparity of rich and poor 
has been the human issue as long as our civilization goes. We always have Lazarus. Jesus said, 
“You cannot serve God and mammon or wealth.” The 1% has extravagance of wealth, while 
the rest; 99% struggling to make ends meet. As the disparity has become extreme, it is easy for 
us to embrace an oversimplified black and white portrait”: the rich man as our public enemy #1, 
while the poor man stays on the righteous side. However, hostility will never be a solution. The 
19th century American poet Henry Wadsworth Longfellow wrote, “If we could read the secret 
history of our enemies we would find in each man’s sorrow and suffering enough to disarm all 
hostility.” Even though Longfellow was rather 1% American at the time, he got a point. 
Objectifying others contributes hostility. JAUC is located in the neighborhood where there are 
many dives “dressed in purple and fine linen who feast sumptuously every day” and also there 
are many “Lazarus-es” lying at the doors begging food to ease their hunger. Some are tired to 
hear the constant reminder, while the others are thankful to receive it, over and over. Many 
wonder where God’s word of hope and promise is. In 1523 when Martin Luther preached on 
this parable, Luther argued that the bosom of Abraham where Lazarus was comforted was not 
merely a place, but the Word of God. A great sermon! But why has nothing on this matter 
changed for centuries and even millenniums? Why we have many Lazarus-es still? Is it because 
we haven’t listened the Word of God? Or is it because we have failed to realize that we have 
been on the side of those dressed in purple and fine linen who feast sumptuously? In fact, we 
ARE the five siblings of the rich man. Our rich brother desperately tried to warn us not to 
repeat the mistake he had made. 1 Timothy 6: 11-12 tells us to reject the love of money, instead, 
“Pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. Fight the good fight of the 
faith”. When we walk out of our doors, we must get ready to fight the good fight of our faith. 
What we need is a little more attention, a little more care, a little more compassion for many 
Lazarus-es who are hungry and begging at our doors. Showing even just a small act of kindness 
will make the kingdom of God one step closer. 
 

◇高橋先生のメッセージ◇ 



■9 月 25 日：「古くて新しいもの」 ルカによる福音書 16 章 19−31 節 この聖書箇所ではまず二

人の登場人物が出てきます。紫の衣や細布を着て毎日ぜいたくに遊び暮す金持ちと、全身をデ

キモノにおおわれ、金持ちの玄関先でおこぼれに預かりたいと待つ、貧しく飢えたラザロ。このラ

ザロの名前の意味は「神に助けられた」「神こそ我が助け」という意味で、主イエスのたとえ話の

中で唯一名前の挙げられている登場人物とされています。このラザロが、ヨハネ書にも出てくる

主イエスによって死から甦らされたベタニヤのラザロ、マリアとマルタの兄弟であるラザロと同一

人物であるかは意見が分かれるところです。この点についてはまた後ほど触れることにします。

「金持ちとラザロのたとえ話」は三幕もののたとえ話です。◆第一幕：その舞台は金持ちの家。彼

が何をして金持ちになったか、職業もまた家柄などについては何も聖書には記されていません。

この金持ちの玄関先に座り、金持ちの食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望むラザロ。ラザロ

の惨めさは、食べ物目当てに来た犬が、そのデキモノをなめることで、さらに強調されます。犬に

さえ哀れに見える貧しく病に苦しむラザロ。金持ちはそんなラザロを厄介払いにすることもなく、ま

ったく気にも止めない様子です。貧乏で病に苦しむラザロが死に、御使いたちに連れられてイス

ラエルの建国の父アブラハムのふところに送られます。そして、金持ちも死に、金持ちにふさわし

く葬られます。◆ここで第一幕が終わり、続いて第二幕。舞台は当時ユダヤの人々の間で一般的

であった死後の世界観にもとづいた天国と黄泉という二つの世界です。黄泉と天国の間では、そ

れぞれに置かれた人々は互いを見ることも、互いの声を聞くこともできますが、互いを隔てる大き

な淵を渡ることはできず、行き来することはできないとされています。天国ではかつて物乞いであ

ったラザロがアブラハムのふところに慰めをもって迎えられ、この世での苦悩から解放されたのと

対照的に、金持ちは黄泉の国の火炎の中で苦しみ悶え、水を求めます。目をあげると、アブラハ

ムとそのふところにユッタリとくつろぐラザロが見えます。そこで声をあげて「父、アブラハムよ、わ

たしをあわれんでください。ラザロをおつかわしになって、その指先を水でぬらし、わたしの舌を冷

やさせてください。わたしはこの火炎の中で苦しみもだえています」。しかしそれに対してアブラハ

ムは、「あなたは生前にあなたにとって良いものを受け、ラザロは悪いものを受けた」のだから、

今度はラザロが慰められる番だ、と取り合ってくれません。貧しきものと富めるものの隔たり、こ

の世では太古の昔から現在に至るまで、また死後の世界においてでも存在するというのです。ま

たこの世における貧富の格差は流動的であり、変わることもあるのに対して、死後の世界の隔た

りは永遠に変わることはありません。◆第三幕では、金持ちが 黄泉の世界に置かれたことを受

け入れ、自分の５人の兄弟たちに自分の置かれた悲惨なところへ来ることないよう、ラザロを送っ

て警告してほしいと願います。それに対してアブラハムは「彼らにはもう既にモーセと預言者の教

えが与えられているのだから、それに従えば良い」と、同意してくれません。金持ちが、「アブラハ

ムよ、もし死人の中からだれかが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでし

ょう。」というと、アブラハムはこう言います。「もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死

人の中からよみがえってくる者があっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう」。◆ここ

でこのたとえ話は終わり、このことに関して更なる説明や更なる教えは記されていません。ここで

このたとえ話の終幕（エピローグ）となりえるのが、ヨハネ書のラザロの死から蘇りの話です。この

聖書箇所に登場するラザロは、ヨハネ書 11 章で死後４日後にイエスの蘇りの奇蹟をもって復活



するベタニヤのラザロとは別人だとするのが一般的です。しかし、もし同一人物であるとすれば、

アブラハムがこの聖書箇所の最後に言ったことが更に重みを増すことになります。「もし彼らがモ

ーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中からよみがえってくる者があっても、彼らはその勧

めを聞き入れはしないであろう」。このたとえ話に聞く耳を持たず、悔い改めることをしなかったパ

リサイびとや律法学者は、主イエスの十字架での死からの蘇りも永遠の命の約束を信ずることも

しなかったからです。「モーセと預言者」とはモーセ五書、すなわち旧約聖書の最初の五書、およ

び預言者たちの教え、すなわちヨシュア記から列王記下、そしてイザヤ書からマラキ書に至る預

言者たちの教えを指します。マルコ書１章３節において、バプテスマのヨハネが高らかに宣言した

主イエスのミッション、「主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ」とは、イザヤ書にあらわされ

た約束の実現です。申命記１５章７−８節には、「あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟

で貧しい者がひとりでも町の内におるならば、その貧しい兄弟にむかって、心をかたくなにしては

ならない。また手を閉じてはならない。必ず彼に手を開いて、その必要とする物を貸し与え、乏し

いのを補わなければならない。」しかしながら私たちの生きる社会制度は、神の義にしたがって富

を分配することなく、貧富の格差をいつの世でも無くすことなく、人類の歴史の当初から連綿とし

て存続させてきています。ラザロは常に私たちと共にあります。主イエスは「あなたがたは、神と

富とに、兼ね仕えることはできない」とおっしゃいました。ほとんど無制限に等しい富を所有する

１％とその他の９９％。現代の貧富の格差は人類史上類を見ないほど拡大しています。金持ちや

大企業を諸悪の根元、市民の敵と単純に見做すことは、私たちが陥りやすいワナです。なぜなら

敵意は問題に何らの解決をもたらさないからです。１９世紀のアメリカの詩人ヘンリー・ワーズワ

ース・ロングフェローは次のように記しています。「もし私たちが敵とする人々の隠された歴史を読

むことができるならば、誰にでも人それぞれの悲しみや苦しみがあり、すべての敵意を放棄する

ことができるであろう。」ロングフェロー自身は１％に属するような富裕階級の人でしたが、真実を

語っています。◆私たち日米合同教会は現在は「紫の衣や細布を着て、毎日ぜいたくに遊び暮」

らせるような人々も暮らす地域、マンハッタンのチェルシー地区にあります。そしてそこにはたくさ

んのラザロたちも路上に生活しています。１５２３年にマルティン・ルターがこのたとえ話について

説教し、「ラザロが抱かれたアブラハムのふところは、単に場所ではなく、神の御言葉であった。」

と言いました。さすがに素晴らしいことをおっしゃると感心する一方、それなのにどうして、少なくと

もその説教がなされた１６世紀からも、事態は一向に改善されていないのだろう、という疑問が浮

かびます。どうしてラザロたちの悲惨はいつも私たちとともにあるのか。それは私たちが神の御言

葉を聞いていないからなのでしょうか？それとも私たちが実は「紫の衣や細布を着て、毎日ぜい

たくに遊び暮す」側にいることを気がついていないからなのでしょうか？私たちは考えなければな

りません。現に私たちこそが今日のたとえ話に出てくる「金持ちの５人の兄弟姉妹たち」この金持

ちがアブラハムにラザロを送って警告しようとした５人の兄弟姉妹なのです。テモテへの第一の

手紙６章１１および１２節は、私たちに金銭を愛することを避け、「そして、義と信心と信仰と愛と忍

耐と柔和とを追い求め、信仰の戦いを立派に戦いぬいて、永遠の命を獲得」するよう求めていま

す。さぁ、今月も信仰の戦いを立派に戦い抜いていこうではありませんか？この戦いは容易くは

ありませんが、私たちには主という、この上もなく力強い味方が常に一緒にいて下さいます。詩篇



９１にもあるように、主はその大きな翼の下に私たちの避け所を用意して下さっています。そのま

ことは大盾、また小盾。勇気をもってラザロたちに手を差し伸べようではありませんか。たとえ小さ

くとも何か新たなことをする。小さな親切な行いを、キリストの愛をラザロたちに示す。それをする

度に神の御国は少しづつ、確実に近づいてくるのです。 

 
 


