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館林キリスト教会 

デボーションノート（2022 年） 

 
１１月１日  今日の通読箇所 詩篇１１９篇１６１～１７６ 
「七回の祈り」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE11911.mp3 

(164 節)に、一日に七回神を賛美するとあるが、イスラエル人にとってこれは
祈りの時でもあった。外国人にまでその習慣を認められたダニエルや、使徒行伝
３章でペテロ、ヨハネが午後３時、つまり一日五番目の祈りのために神殿に入っ
た模範もある。我々も起床、朝食、午前、昼食、午後、夕食、就眠の各時に一日

最低七回の祈りはしたい。 
 
１１月２日  今日の通読箇所 詩篇１２０篇１～７ 
「寄留者」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE120.mp3 

「あなた方はこの世では悩みがある」とキリストも仰せられた。「わざわいなる

かな。わたしはメセクに宿り、ケダルの天幕の中に住んでいる」というのはその
意味だ。自分は真実に生きたいのに人々はいつわりを語る。自分は平和に生活し
たいのに人々の争いにも巻き込まれる。これはいつでも世に住むクリスチャン
の嘆きだ。だから「主よ早く再臨して世界を支配し、新しい世にして下さい」と

いう祈りは、常にクリスチャンの口から絶えないのだ。  
 
１１月３日  今日の通読箇所 詩篇１２１篇１～８ 
「旅人の詩」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE121.mp3 

「昼は太陽があなたを撃つことなく夜は月があなたを撃つことはない」とある
が、昼は順境を夜は逆境を示すと言われる。日射病は、心身虚弱で引っ込み思案
の人などがかかる病気ではない。元気に委せて暑い日中に歩き回るような人が
急に倒れるのだ。反対に、夜いつまでも淋しい月光にさらされていると気が変に
なるので、昔は狂人を月射病（ルナーク)などといった。これは暗い淋しい逆境
の病気だ。神は我々をどちらの病気からも守って下さるのだ。  

 
１１月４日  今日の通読箇所 詩篇１２２篇１～９ 
「教会の平安と栄光」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE122.mp3 

これは「都詣で(礼拝)の詩」と言われる。このように家族友人が「さあ主の家(教
会)に行こう」と誘いあって集会に来るのは大きな喜びであり、祝福である。教
会がもめるのでなく一致と平安に守られ、教会が寂れるのでなく祝福と繁栄に
満たされるようにみんなで祈ろう。また「エルサレムを愛するもの」すなわち教
会員のために、彼らの心身、生活、家族に「平安と栄え」が与えられるよう心を
合わせて祈ろう。  

 
１１月５日  今日の通読箇所 詩篇１２３篇１～４ 
「注 目」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE123.mp3 

何かに困った寂しい場面で、奴隷がその主人に向かい、女中さんがその主婦に向

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE11911.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE120.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE121.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE122.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE123.mp3
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かって注目するのは、物にしろ慰めの言葉にしろ、何か与えられるのを期待する
からだろう。この詩はそれを歌っている。しかし別の時の彼らの「注目」は、喜
んで主人に仕えようと待機して命令を待つ。彼らの忠実の現われであろう。我々
も日夜、喜びにつけ悲しみにつけ、時には祝福や賜物を求め、時には奉仕のため
に命令を待って、祈り待ち望み主に注目しなければならない。  
 
１１月６日  今日の通読箇所 詩篇１２４篇１～８ 
「臨在は救いである」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE124.mp3 

クリスチャンも世にあって迫害や困難に出会う。怒りを燃え立たせる迫害者。人
を溺れさせる洪水のように押し迫る困難、鳥のわなのように捕らえようとする

誘惑。ああもし主がわれらと共にいらっしゃらなかったら、弱いわれらはひとた
まりもなかったであろう。しかし今なおこのように守られているのは「主の臨在
のみが救い」だからである。  
 
１１月７日  今日の通読箇所 ヨエル書１章 1～１２ 
「イナゴの災害」    

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE11.mp3 

「ヨエル」は｢主は神である｣という意味で、イスラエルにはごく普通の名前らし
く、旧約聖書にも同名の人物が十数名もいる。またこの預言者がどこでいつ預言
したのかよく分からない。なにしろこの書には王様の名前も出てこないのだ。し

かし多分イスラエルがバビロンに滅ぼされる直前の預言者と思われる。イスラ
エルは当時、各種のイナゴの災害に悩んでいた。この地方のイナゴは雲霞の如く
押し寄せてあらゆるものを食べ尽くしてしまう。現在でもレールに群がるイナ
ゴを轢き潰すため、その油で電車が脱線するくらいだ。しかしこのイナゴも、や
がて神の裁きの実行のため、襲って来るバビロン軍の前兆なのだ。悔い改めを促
す神の警告なのだ。  
 
１１月８日  今日の通読箇所 ヨエル書１章１３～２０ 

「祭司よ泣け」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE12.mp3 

イナゴの災害、近づくバビロン軍の攻撃と、国は非常事態だ。このときヨエルは

祭司たちに向かって言う。｢泣け｣｢泣きつつ夜を過ごせ｣と。祭司は神と民の間に
立って、民の悔い改めを神に取り次ぎ、民に代わって神の祝福を祈り求める、す
なわちとりなしの祈りの努めを期待されているのだ。さればこそ、今は彼らが
｢泣きながら祈る｣時なのだと。わたしは｢涙の祈り｣の少ない牧師であることを
恥じる。しかし祭司だけでなく、すべての人が｢悲しむものと共に泣き悲しみつ
つ｣試練、苦難に遭う人のために祈らなければならないのだ。それゆえヨエルは
｢聖会を招集し、長老たちを集め、断食を布告し、主に向かって叫ぶ｣ように勧め
ている。われわれも、心を込めてお互いのために祈り合う集会を大切にしよう。  
 
１１月９日  今日の通読箇所 ヨエル書２章１～１１ 

「暗い日」    

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE21.mp3 

預言書も大体｢詩｣の形式で書かれている。また比喩的形容の限りを尽くした名
文が多い。ここにはイナゴの被害が書かれている。（もちろんその背後にはバビ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE124.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE11.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE12.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE21.mp3
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ロン軍侵入の暗示が重ねてある）。イナゴの来襲は｢薄暗く、やがて真っ暗にな
る｣のが前兆だ。彼らの来襲は｢山野、村落を選ばず焼き尽くす山火事｣のようだ。
彼らの侵入はまるで｢規律正しく訓練された、整然たる軍隊｣のようだ。彼らは山
野、耕地だけでなく｢町に入り、城壁の上を走り、家々によじ登り窓から屋内に
侵入する｣警察も軍隊も手がつかない。実はこれは神の裁きなのだ。恐るべきこ
とに｢その軍勢の前で号令をかけるのは神様なのだ｣。言葉のはしはしに暗示さ
れる、イナゴ以上の浸入者、バビロン軍こそ、さらに恐ろしい災害をもたらそう
としている。これがヨエルの警告なのだ。  
 
１１月１０日  今日の通読箇所 ヨエル書２章 1２～２２ 
「聖会の招集」    

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE22.mp3 

昔の聖会では、牧師たちの準備の祈り会や最初の集会でよくこの聖書が読まれ
た。また、２８節以下の｢聖霊のそそぎ｣のお言葉も読まれた。使徒行伝２章のペ
ンテコステの祈り会でも同じお言葉が読まれたようだ。ある意味でヨエル書は
｢聖会の書｣とも言えるのだ。祭司と民とを問わず、老人と青年とを問わず、また
新郎新婦も招集を受けた。そしてそこでは自分の罪を悲しみ、国と民の現状を悲
しみ、失われた神の祝福を求めて、心をこめて泣きつつ祈ることが期待された。
痛みも苦痛も感じないのは病人の末期症状の一つだなどとよく言われる。われ
われも自己満足に耽り、いつか神の前に泣く心を失ってはいないだろうか。  
 

１１月１１日  今日の通読箇所 ヨエル書２章２３～３２ 
「聖霊の注ぎ」    

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE23.mp3 

ここからは、人々の悔い改めを受け入れ祈りに答え給う、神の祝福の回復が語ら
れている。イナゴの害、敵軍侵入の災禍も回復する。（２８．２９節）には聖霊
の注ぎの約束がある。これはクリスチャンの魂と生活と証の回復なのだ。その結
果｢老人たちは夢を見、若者たちは幻を見る｣と言われる。夢とは現状維持、尻込
みの反対で、理想を描き、力一杯前進することである。そして｢すべて主の名を

呼ぶ者は救われる｣という有名な約束が続く。館林キリスト教会の老人青年にも、
この約束が与えられている。足踏み状態でなく、夢を見幻を見ながら進もう。主
はさらに多くの｢主の名を呼び求める者｣を起こして下さるのだ。  

 
１１月１２日  今日の通読箇所 ヨエル書３章１～１６ 
「イスラエルの回復」    

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE3.mp3 

今まで読んできた預言書には、｢イスラエルの罪に対する神の裁き｣のメッセー
ジが多かった。読みながら疲れを感ずるほどだった。しかしヨエル書にイスラエ
ルの許しと回復の預言が多いのは、慰めである。彼らを攻撃し侵略し、苦しめ辱
めた諸外国が、いま反対に神によって裁かれるのだ。昔に比べれば、現在はイス
ラエルが回復している時代だ。でもなお、彼らの罪と苦悩は継続している。しか
し最後の日、キリスト再臨の日に、世界の諸悪が裁かれる時、イスラエル人の救

いと回復が成就するのだ。この日の救いはイスラエルだけではない。いま世にあ
っては孤立し、肩身の狭い思いで生活するすべてのクリスチャン、教会にとって
も、救いと祝福の日であるのだ。これがわれわれの最終の、また最大の希望なの
だ。 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE22.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE23.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/29YOE3.mp3
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１１月１３日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１４章１～１４ 

「パリサイ派の指導者に対する戒め」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA141.mp3 

この箇所は三つに分かれる。１節から６節までは、律法の専門家やパリサイ人へ

の戒めである。安息日の争いが繰り返し起こった。しかしイエス様にとって人の

命が律法に優先する事を教えている。７節から１１節まではパリサイ人の家に

招かれた人々に対する戒めである。招かれた人々が上座を好んで、末座に着きた

がらない。彼らが上座にすわりたがるのは、自分がそれにふさわしいと人に認め

られたいと思っているからである。そういう人は退けられる。神様は謙遜な人々

を愛されるからである。そして１２節から１４節までは、パリサイ派の指導者に

対する戒めである。パリサイ人たちは、神様から受ける報いよりも人から受ける

報いを期待していた。しかし真の報いは、隠れた事を見ておられる神様から来る

ことを教えている。 

 

１１月１４日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１４章１５～２４ 

「盛大な晩餐会のたとえ」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA142.mp3 

ある人が盛大な晩餐会を催し、大勢の人々を招いた。時間がきたので、主人はし

もべを遣わしたが、招かれた人々はそれぞれに「土地を買ったので」、「牛を買っ

たので」、「結婚したので」と、理由をつけて断ってきた。彼らに共通しているの

は、招いてくれた人への関心よりも、自分の生活への関心の方が大きいことであ

る。このたとえに登場する宴会の開催者は神様であり、宴会は神の国の食卓であ

る。そして招くために送り出されたしもべとは、イエス様ご自身である。「神の

国で食事をする人はさいわい」（１５節）であるのに、無関心な人々が多かった。

結局、神の国の宴会に招かれたのは、神の恵みを素直に受け入れる人々だった。

神の国に入るためには、自分の力や才能ではなく、神の恵みである事を彼らがよ

く承知していたからである。 

 

１１月１５日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１４章２５～３５ 

「何を第一に？」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA143.mp3 

文字通りなら「自分の命までも捨てて」とは自分の命を失う、すなわち死んでし

まうことですから、その先の話は進展しません。ではどういう意味なのでしょう。

第一とすべきこと、第二とすべきことという見方をするなら、第一に、神様を敬

い感謝して生きるべきだということです。自分も家族も神様の愛と許しなしに

は地上に存在しないのですから。第二に、自分や家族を愛すること、家庭の一員

として愛と責任をもって生活すべきだということです。財産についても、管理を

任せてくださった神様のみ心を第一に、ということです。「…天に、尽きること

のない宝をたくわえなさい。あなたがたの宝のある所には、心もあるからである」

ルカ福音書 12 章 33,34 節。神の国の建設、霊の戦いにおいて、神様の恵みを

数えるなら豊かな備えがあることがわかるでしょう。   

 

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA141.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA142.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA143.mp3
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１１月１６日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１５章１～１０ 

「捜し続ける羊飼い」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA151.mp3 

神様の愛のみ手、保護のみ手から迷い出たのは取税人たちであり、罪人たちでし

たが、的外れに歩んでいるパリサイ人や律法学者たちもまた神様の愛から迷い

出た人々でした。羊が見出され、銀貨が捜し出されたのは、羊飼いや、女の人の

どこまでも捜し出そうとする愛と熱心によりました。大きな喜びと共に、羊飼い

に見出された羊には安全、保護が与えられ、女の人の手に戻った銀貨には真の価

値が戻りました。神様の愛と保護から迷い出た人間を心にかけてどこまでも捜

し続けてくださっているのは神様です。神様であるひとり子イエス様が人とな

ってこの地上においでくださって救いの道を備えてくださったのは神様の愛の

熱心によります。イエス様によって神様に帰るなら愛と保護のうちに真に生か

されるのです。  

 

１１月１７日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１５章１１～３２ 

「放蕩息子のたとえ」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA152.mp3 

ある日、弟息子が、自分の取り分の財産をお父さんにわけてもらい、その土地を

売却して金に替え、家を出てお金を湯水のように全部使い果たしてしまいまし

た。その後の飢饉で食べるものにも窮し始め、彼は惨めにも、豚飼いをして飢え

をしのいでいる有様でした。その時、彼は父の愛に目覚め、家に戻って行ったの

です。父は神様を現わし、弟息子は人間を現わしています。父はこのぼろぼろに

なって帰ってきた弟息子を喜んで迎えた、というたとえ話です。このたとえ話は、

すべての人に「人間の罪とは何であるか」、「罪の悔改めはどうすればよいか」、

そして「罪のあるものをかえりみてくださる神の愛がどのように深いか」をしみ

じみと語りかけてくれます。いつの時代においても、この「放蕩息子のたとえ話」

を読んで絶望の暗黒の中で光を見出し、その霊性に大いなる飛躍を経験するに

至った人は大勢いるのです。 

 

１１月１８日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１６章１～１３ 

「不正な家令のたとえ」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA161.mp3 

このたとえ話は不思議です。主人が「この不正な家令の利口なやり方をほめた」

とあるからです。ではイエス様は、不正を勧めているのでしょうか。そうではあ

りません。イエス様は、この家令が首になる時までの短い時を有効に使い、辞め

させられる日の為に備えたということをほめているのです。私たちは、この家令

が辞めさせられるように、いつ死ぬかわかりません。ここでイエス様が「不正の

富」と言っているのは、地上のこと、私たちの毎日の生活の事です。「真の富」

と言っているのは、神様のこと、永遠の命の事です。たといこの世の生活の中に、

「不正の富」といわれたり、「小事」といわれるようなものがあっても、その中

でこの不正な家令がしたように、精一杯忠実に生きるのです。それ以外に、あの

「真の富」を任せていただける道はない事をこのたとえ話は教えているのです。 

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA151.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA152.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA161.mp3
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１１月１９日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１６章１４～３１ 

「金持ちとラザロ」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA162.mp3 

ある金持ちがいました。彼はいつも高価で贅沢な紫の着物と細糸の亜麻布を着

て毎日、宴会を催して楽しく暮らしていました。彼の家の門にラザロというこじ

きが、しかも、ただれたできもので覆われて、だれにも相手にされずにいました。

ラザロが亡くなったとき、み使いたちによってアブラハムのふところに連れて

ゆかれました。金持ちも亡くなり葬られ、彼は黄泉にいて苦しんでいました。神

様がご覧になり、お取り扱いの基準になさるのは、人間同士では、目に見えない

心で、「しかし、神はあなたがたの心をご存じである」１５節、ということです。

地上の人間が救われるためには、「モーセと預言者」、聖書があれば充分で、たと

え、死人がよみがえったとしても神を信じないだろう、とあります。厳粛なみ言

葉です。悔い改めてキリストを信じて歩むことがどんなに大切でしょう。 

 

１１月２０日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１７章１～１０ 

「弟子たちへの教え」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA171.mp3 

弟子たちに対する教えです。この世にいる限り「罪の誘惑」は避けられないが、

「小さい者のひとり」に対して、罪の誘惑を来たらせる者でないようにというこ

とです。罪の誘惑とは、人を誤らせ滅びに導くもの、イエス様に従って行けなく

させる、イエス様から引き離すもののことです。罪の誘惑を来たらせる、これは

重大な罪で、ひきうすを首にかけられて海に投げ入れられた方がましだと言わ

れるほどです。「信仰を増してください」と言う弟子たちに、たとえ小さな信仰

でも、生きた信仰には力があること、しかし、すべては神様の恵みですから、主

人に仕える僕のように、「わたしたちはふつつかな僕です。なすべき事をしたに

過ぎません」と言うべきだと教えられました。 

 

１１月２１日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１７章１１～１９ 

「サマリヤ人の感謝」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA172.mp3 

イエス様は、ご自分がこの地上に来た目的を「失われた人を尋ね出して救うため

である」とおっしゃいました。今やその使命を十字架によって完成させるために

エルサレムに向かっているところです。途中ある村で、隔離されて生活していた

十人の重い皮膚病を患っている人に出会いました。重い皮膚病は、当時まったく

治る見込みのない、死を宣告されるのと同じ病気でした。しかし、イエス様は助

けを求める彼らに対し、重い皮膚病を完全に治してあげました。この十人のうち

九人はお礼も言わず自分の生活に戻って行きましたが、サマリヤ人だけは神を

ほめたたえながら引き返し、キリストの足もとにひれ伏して感謝しました。その

時、このサマリヤ人はイエス様から「あなたの信仰があなたを救った」とのお言

葉をいただき、罪の赦し、心の平和、永遠の生命を与えられたのです。 

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA162.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA171.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA172.mp3
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１１月２２日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１７章２０～３７ 

「神様の支配の始まり」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA173.mp3 

神様の国はどのようにして始まるのだろうか。イエス様は、本当の神様の支配は

パリサイ人が考えているのとは異なると教え、「神の国は、見られるかたちで来

るものではない」（２０節）と語られた。「神の国」は、派手な、見世物のような

形では到来しない。大切なのは私たちの心の中の有様である。神様の国は、イエ

ス様を通し、実にあなたがたのただ中に到来したからである。２６節からは、旧

約時代のノアとロトについての実例が記されている。神様の裁きは人々が思い

もよらない時に起こったのである。この時に正しい人は神様によって守られた。

日頃の備えが必要で、油断していると、慌てることになってしまう教訓だ。だか

ら主が再びおいでなる再臨の時に備え、罪人の世界に下る審判に巻き込まれな

いように、一時の快楽へと引き込まれることなく、むしろ自分を清めて生きるこ

とを強調されたのである。 

 

１１月２３日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１８章１～８ 

「失望しないで祈りなさい」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA181.mp3 

イエス様の譬はわかりやすくユーモラスです。「失望」とは気を落とし、落胆し、

あきらめることです。失望の結果、祈っても仕方がない、祈っても何も変わらな

い、祈りは神様のもとに届かない、祈りをやめる、ということになります。わた

したちは信仰によってイエス様を信じて救われたにもかかわらず、日常の事柄

について神様に助けを求めることを忘れていないでしょうか。神様はピリピ人

への手紙４章６節、７節のように、何事も神様に申し上げなさいと、勧めてくだ

さっています。また「神は、すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望

んでおられる。」（テモテへの第一の手紙２章４節）のですから、人々の救いのた

めに祈り求め、労することは神様のみこころです。それなのに、はじめからあき

らめて祈り求めることさえしない、という自分の姿を思わされます。 

 

１１月２４日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１８章９～１４ 

「罪人のわたしをおゆるしください」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA182.mp3 

パリサイ人は神様の教えに従おうと努力し、正しく生活していると自負してい

ました。彼の努力と正しい生活には頭が下がります。どのくらいの人々が、彼の

ように実行しているでしょうか。残念だったことは、彼が、自分の努力や正しい

行いによって神様に受け入れられると勘違いしていたことです。機織り作業に

よって、目を見張るような生地が織られてゆきます。しかし、巧みに美しく織り

あがっても最初の段階でしみや傷がついたら、オシャカになってしまいます。罪

人である人間が、自分の正しさや行いをいくら積み上げてみても、それで罪が帳

消しになることはありません。この取税人のように、罪を悲しみ心砕かれて、ま

ことにわたしは罪人です、と告白し、ただただ主を仰ぎ見るとき、いつくしみ深

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA173.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA181.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA182.mp3
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い主は恵みによって受け入れてくださるのです。 

 

１１月２５日  今日の通読箇所 ルカによる福音書１８章１５～３４ 

「幼子、金持ちの青年、弟子たち」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA183.mp3 

ここからいよいよエルサレム訪問と十字架の死、復活と言うテーマに移ってい

く。初めにルカは、当時ユダヤ人の母親たちが有名なラビに子供たちを祝福して

もらいたいと思ってきた。ここで弟子たちは、イエス様が迷惑されると思って母

親たちをたしなめた。その時、イエス様は弟子たちの間違いを正し、幼子たちを

みもとに呼び寄せられた。次にルカはあるユダヤ教の役員の話を記している。彼

はまだ青年だが金持ちである。しかも小さい時から十戒を守り、良い躾と教育を

受けた名門の出である。その彼が永遠の生命を得るための善行を尋ねると、イエ

ス様は全財産を処分し、貧しい人にあげなさいと告げられた。彼はこれに応えら

れず、去って行った。彼は神に心をおいたのではなく、財産に信頼を置いていた

からだ。３１節からは十字架と復活の予告が記されている。弟子たちは度重なる

予告にもかかわらず、イエス様の語られた言葉の意味を理解できなかった。 

 

１１月２６日  今日の通読箇所 詩篇１２５篇１～５ 

「平安と祝福」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE125.mp3 

一連の「都詣での詩篇」を読むと、いかにイスラエル人が、彼らの平安と祝福の

シンボルとしてエルサレムを愛していたかが思われる。山々がエルサレムを囲

むように、神は我々と家族を囲み守って下さる。悪い勢力がこの町を侵略するこ

とを許さないように、主は我々を祝福して下さる。ああエルサレムよ。堅固にそ

びえ立つ城壁よ。栄光に輝く神殿よ。永久に平安あれ。これは今クリスチャンが、

自分の教会、牧師、教会員を愛し祈るのとよく似ている。 

 

１１月２７日  今日の通読箇所 詩篇 第１２６篇１～６ 

「喜びの収穫」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE126.mp3 

亡国のイスラエルの長い苦しみと祈りが実って、シオン(エルサレム)の繁栄は回

復し、教会の長い祈りと伝道の労苦も報いられ、多くの収穫が得られた。ここに

その二つの喜びと感謝が歌われている。昨年の特別集会で我々はこれを経験し

た。しかし地上では伝道の収穫、結果を完全に見ることは許されない。やがて主

の再臨のとき「彼らのそれぞれの労にしたがって」報いられるのである。そのな

ぐさめの時を夢見て、さあ今年も、伝道に、主の業に励もう。  

 

１１月２８日  今日の通読箇所 詩篇 第１２７篇１～５ 

「休息の祝福」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE127.mp3 

もし生活や成功が人間の勤労に正比例するなら、とても休んでなどいられない

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/42LUKA183.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE125.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE126.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE127.mp3
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ような気もする。しかし「不眠不休」は勇ましいが、それではたまらないし体も

壊してしまうだろう。この詩篇に「主が祝福して下さらなければ人間の不眠不休

の勤労も空しい」と書いてある。その反面人が眠っている間でも必要な糧は、主

が備えてくださるのだ。「疲れたら休もう。彼らも遠くは行くまい」ツルゲーネ

フ。私はこの言葉が好きだ。摂理を信ずる者に安息がある。  

 

１１月２９日  今日の通読箇所 詩篇 第１２８篇１～６ 

「クリスチャンホーム」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE128.mp3 

ここにクリスチャンホームの祝福が描写されている。主人は丈夫で、正当な勤労

の収入によって家族ともども満足し、安らかに幸福に暮している。奥さんはいつ

も美しく、贅沢は言わずに、ぶどうの木が豊かな実を結ぶように主人の収入を上

手に切り盛りする。元気な子供たちが食卓の周りを囲むと本当にオリーブの若

木のようだ。その人たちの集まる教会(エルサレム)も、やはり主の祝福のもとに

繁栄している。なんとすばらしいことではありませんか。  

 

１１月３０日  今日の通読箇所 詩篇 第１２９篇１～８ 

「ペンペン草」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE129.mp3 

聖書に「正しい者は悩みが多い」と書かれている。正しいが故に損もし、世間一

般の人からは締め出されて孤立する。場合によっては迫害を受ける。これはしば

しばクリスチャンの悩みだ。しかし物事は信仰をもって長い目で見なければな

らない。やがてこの詩篇のように、罪人は枯れ果て屋根のペンペン草のごとくな

り、哀れ刈り取ってみてもその空しいこと束にもならず手にも充たない。昔の威

勢や大言壮語はどこに行ったのか、という小気味のいい結果だ。  

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE128.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/19SIHE129.mp3

