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館林キリスト教会 

デボーションノート（2023 年） 

 

３月１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書２：１３～２５ 

「イエス様の宮清め」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA022.mp3  

「イエスが宣教をはじめられたのは、年およそ３０歳の時」（ルカ３：２３）で

した。初期、エルサレムで宣教されていた頃でした。過越の祭の時に、宮に入り、

権威のしるしとして、なわでむちを造り、彼の父の家であるといって宮を清めた。

この行為によって、イエス様は神の子であることを主張した。イエス様が宮を清

め、両替人を追い出した時、ユダヤ人の支配者たちは彼の権威を示す「しるし」

を求めた。その時イエス様は、「この神殿をこわしたら、わたしは三日のうちに、

それを起すであろう」（１９節）と答えた。ユダヤ人たちは驚いた。なぜなら、

この神殿を建てるのには、４６年もかかったからである。イエス様は「自分のか

らだである神殿のことを言われたのである」（２１節）とヨハネは説明している。

なぜなら、キリストの神性の最高の証拠は、復活だからである。 

 

３月２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書３：１～２１ 

「ニコデモとの対話」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA031.mp3  

ニコデモはパリサイ人で学識あり、地位のある人でした。彼がイエス様を訪れた

のは、神様の真理について教えを受けるためでした。イエス様はこのニコデモに

対して突如「だれでも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない」と

言い、また「誰でも水と霊とから生まれなければ神の国にはいることはできない」

と語られた。こうしてニコデモとのいろいろなやり取りをしたあとイエス様は、

ユダヤ人が最も大事にしていた神の律法の一つである民数記２１章から、モ－

セが荒野でヘビを上げたお話をされた。これはニコデモがよく知っていた出来

事でした。イエス様はこの旧約聖書に書かれている出来事からニコデモに、「信

じる」ことの重要さと神様を「信じる」信仰が救いをもたらすことを教えられた

のである。 

 

３月３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書３：２２～３６ 

「天から来る者」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA032.mp3  

バプテスマのヨハネにとって、時満ちて救い主イエス様が公の働きをお始めに

なったこと、人々がイエス様のもとに集まって来ることは喜びでした。ヨハネは

イエス様を人々に紹介するという使命、その光栄と喜びに溢れていました。たと

え自分は忘れ去られてゆくとしても。「…この喜びはわたしに満ち足りている。

彼は必ず栄え、わたしは衰える。」29節、30節。ヨハネはイエス様が天からお

いでになった方、神様から遣わされた方だと証しました。神様が聖霊を限りなく

お与えになるので、イエス様は神の言葉を語るのです。にもかかわらず多くのユ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA022.mp3
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ダヤ人がイエス様を受け入れませんでした。時代は移りましたが今も、どの国民

でも、どんな立場、境遇の人に対しても、イエス様を信じることによって救われ

るという道が開かれているのです。あるいは神の怒りと滅びを受けるか、それは

個人個人の選択にゆだねられています。あなたも信じて救われますように。 

 

３月４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書４：１～２６ 

「イエス様が与える水」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA041.mp3  

乾燥地帯で生活する人々にとって喉の渇きを潤し生命を維持するための水は欠

かせません。この上なく貴重です。井戸に水汲みに来たサマリヤの女にイエス様

は「この水を飲む者はだれでも、またかわくであろう。しかし、わたしが与える

水を飲む者は、いつまでも、かわくことがないばかりか、わたしが与える水は、

その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が、わきあがるであろう」と語りか

けておられます。渇きを満たそうと追い求める数々のものは、井戸の水を飲んだ

ときのようにその人を一時は満たすかもしれません。しかし、再び渇き続けます。

彼女の生活が如実に物語っています。サマリヤの女の魂の渇きはすべての人が

抱えている渇きです。イエス様は、サマリヤの女に会ってくださったようにわた

したちに近づき信仰へと導いてくださる方、新しいいのちを与え魂の渇きをと

どめ満たしてくださる方です。 

 

３月５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書４：２７～４２ 

「水がめを置いて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA042.mp3  

買出しに出かけていた弟子たちが帰ってきた時、イエス様は一人の婦人と話を

していた。すると、この婦人は水を汲むために持ってきた水がめをそこに置いて、

町の方へ行ってしまった。弟子たちがイエス様に食物を差し出すと、イエス様は

神様のみこころを行うことが自分の食物だと弟子たちに教える。しばらくする

と大勢人々が町から井戸のそばにいるイエス様の方に来るのが見えた。刈り入

れ時を待つ稲穂のように、魂の救いを待ち望んでいる人々の行列だ。あの婦人が

ヤコブの井戸のそばにおられるお方はメシヤである、と証をしたからだ。婦人の

証は、ユダヤとサマリヤとの長い間の隔てを取り除いた。一人の婦人の信仰が、

隔ての壁を破って人々を信仰に導いた。さらに信じた人々はイエス様と交わり、

イエス様より直接教えを受けるため、イエス様に滞在を希望した。 

 

３月６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書４：４３～５４ 

「イエスの言葉を信じた役人」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA043.mp3  

ふつかの後に、イエス様はスカルの町からガリラヤへと向かわれた。「預言者は

自分の故郷では敬われないものだ」と言うイエス様自身の言葉にもかかわらず、

そこでイエス様はことのほか歓迎された。だが、彼らのこの歓迎ぶりは、イエス

様の言葉を聞いて深い関心を寄せたからではなく、エルサレムでのイエス様の

「しるし」を見たからである。一方、水をぶどう酒に変えられたカナにおいては、

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA041.mp3
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一人の役人が瀕死の状態にある息子の病気を治していただきたいとやってきた。

イエス様は「お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ」と言われ、彼の家のあ

るカペナウムには行かなかった。しかし彼は、イエス様の言葉を信じて帰った。

そして彼は途中ですでにこの言葉が真実であることを知った。彼はイエス様の

言葉の中に愛と力に満ちた「しるし」を見ることが出来たのである。 

 

３月７日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書５：１～１８ 

「傍らに来てくださったイエス様」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA051.mp3  

祭のため神殿では礼拝がささげられ、町は賑わっていたでしょう。神殿北の門の

そばにベテスダの池はありました。今、発掘されています。池を囲んで四方と、

池を二分して一つの回廊がありました。賑やかな町や神殿の礼拝とは対照的に

病の人々が鬱々として横たわっていました。３８年も病み、動けない、動かして

くれる人もいない、なんと心細いことでしょう。イエス様の「なおりたいのか」

という言葉に、彼は言い訳のように答えています。なおりたくないわけではない

が「なおりたいのです」と言う勇気もなかったのでしょう。自分でも忘れ去った、

心の底に沈み込んでいた願いを、イエス様が呼び覚ましてくださったような場

面です。人々の視線が注がれる中、彼は一瞬で癒され、確かめるようにしながら

でしょうか、起き上がり、床を取り上げ歩いて行ったのです。彼の心に光が射し

込みました。 

 

３月８日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書５：１９～２９ 

「神の子の声を聞いて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA052.mp3  

神の御子イエス様はご自分の思うままにではなく父なる神様の御心を行う方で

す。イエス様は命を与える方であり、同時に裁きの権限をお持ちです。「死んだ

人たち」が神の子の声を聞いて生きる、その時代が来ているとイエス様はおっし

ゃいました。イエス様を信じる前の私たちは「死んだ人たち」でした。聖書のみ

言葉によって、罪の結果は裁きであることや、主の十字架による救いを知って信

じ、「聞いて生きる」者としていただきました。時が来れば、主のみ声を聞いて、

死んだ人々が皆出てくる、墓から、山から、海から（ヨハネの黙示録 20 章）。

生命を受けるためによみがえり、あるいは、さばきを受けるためによみがえるの

です。永遠の命を受け、神様の前に有罪判決を受けない人は誰でしょう。２４節

のとおりです。 

 

３月９日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書５：３０～４７ 

「イエス様の神性に関する証」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA053.mp3  

イエス様は自分がメシヤであり、神様の権威を持つ者であることを主張された。

しかし、この意識と主張は決して独断的なものではなく、他の者の証があること

を示されている。イエス様の神性について第一の証をなすものは、バプテスマの

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA051.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA052.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA053.mp3
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ヨハネであり、第二は父なる神であり、第三は聖書である。ヨハネによる福音書

は、バプテスマのヨハネが、先駆者としてイエス様について証をするものである

ことを繰り返し記している。イエス様の神性は、人間の助けによって保持される

ものではなく、彼は人から証を受ける必要はない。しかし、地上の人間の理解の

ために、神様はバプテスマのヨハネを証する者としてお立てになった。彼は、偉

大な人物であり、燃えて輝くあかりであった。世の人は彼を尊敬し、しばらくの

間その光を喜び楽しんだのである。 

 

３月１０日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書６：１～１５ 

「五千人を養う奇跡」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA061.mp3  

イエス様は、人々の人気を求められなかった。しかしイエス様がなさった奇跡は、

多くの人々を引きつけ、群集はイエス様の後に従ってきた。こうして五千人の養

いの奇跡は準備されたのである。五千人の養いの奇跡は、イエス様の奇跡中でも

最も重要なものの一つであって、福音書の全部がこれを記している。ただ共観福

音書（マタイ、マルコ、ルカ福音書のこと）では、弟子たちが食物のことを先に

言い出したのに対して、ヨハネによる福音書では、イエス様が自ら言い出された

ように記している。そしてピリポに質問されたのは、彼をためすためであり、イ

エス様は最初から奇跡を行うことを考えておられたようだ。ヨハネによる福音

書は、奇跡は神様によってなされる救いの重要なみわざであることを積極的に

示そうとしているようだ。 

 

３月１１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書６：１６～２１ 
「わたしだ、恐れることはない」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA062.mp3  
パンの奇跡の後、王様にしようとする人々を避けて、イエス様は山腹に退き祈っ
ておられました。夕方になってもお戻りになりません。弟子たちはカペナウムに

行こうとガリラヤ湖に舟を出しました。もう暗くなっていました。暴風で湖は荒
れ始め高波になりました。西に向かって漕ぎ出しはしましたが暴風で漕ぎあぐ
ね、熟練漁師で海上のプロの弟子たちも危険と隣り合わせでした。５キロか、６
キロ漕いだときイエス様が湖の上を歩いて舟に近づいて来られるのを見て、弟
子たちは恐くなりました。高波の小舟で恐れる弟子たちはその時「わたしだ、恐
れることはない」というイエス様のみ声を聞きました。安心したり喜んだりし、
そのうちにすぐ目的の岸辺に着きました。嵐のさなかでも主が共にいてくださ
る、それが平安と喜びの源です。 
 
３月１２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書６：２２～４０ 

「命のパン」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA063.mp3  
パンを食べて満腹し、イエス様を追いかけて来た人々に「朽ちる食物のためでは

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA061.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA062.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA063.mp3
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なく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。」27 節、「神がつか
わされた者を信じることが、神のわざである。」29 節、「わたしが命のパンで
ある。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者は決してか
わくことがない。」35 節、とイエス様はおっしゃいました。父なる神様が与え
てくださるパンとは、天からお下りになり、主を信じる人々に命を与えてくださ
るイエス様です。イエス様は「わたしに来る者を決して拒みはしない。」37節、
「わたしの父のみこころは、子を見て信じる者が、ことごとく永遠の命を得るこ
となのである。」40節、と言ってくださる方です。 
 

３月１３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書６：４１～５９ 
「まことの食物」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA064.mp3  
４１節からは、イエス様の与える命のパンが、単なる物質的食物や地上的利益だ
けでなく、天から下ってきて、歴史上のイエス様において実現され、十字架の死
と復活によって完全なものとされるということが、明らかに示されている。また
５２節以降には、二つの重要な教えが記されている。第一は、イエス様が自分の
肉を与えることは、十字架にかかって人間の罪を贖うことであり、贖いによって
また信じる者に永遠の命を与えることである。第二は、わたしの肉を食べ、わた
しの血を飲むというのは、聖餐を意味するものであって、イエス様の死を記念し

た晩餐は、さらにこれにあずかる者に霊の賜物を与えるというのである。だから、
信仰を持ってイエス様を受け入れる者は、イエス様との深い交わりを持ち、イエ
ス様自身の持っている永遠の命を持つのである。 
 
３月１４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書６：６０～７１ 
「人を生かすものは霊であって」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA065.mp3  
イエス様が心の目を開いてくださらなければみ言葉の意味はわかりません。イ
エス様のお言葉に、弟子たちの多くの者は「これは、ひどい言葉だ。だれがそん
なことをきいておられようか」。（60 節）とあきれました。イエス様のお言葉
をより深く知りたいと願いつつみ言葉に耳を傾けたいと思います。十二使徒の

ひとりイスカリオテのシモンの子ユダがこのときすでにイエス様を裏切ろうと
していたことは、驚きであると同時に暗い気持ちに沈み、心が痛む箇所です。だ
れがユダのようにならないと言えるでしょうか。今あるのはただ主の恵みによ
るだけです。「神の慈愛と峻厳とを見よ。神の峻厳は倒れた者たちに向けられ、
神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとどまっているなら、あなたに向けられ
る。」ローマ人への手紙 11章 22節前半 
 
３月１５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書７：１～９ 
「身近な人々の言葉と神の御心」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA071.mp3  

イエス様は、ユダヤ人たちがご自分を殺そうとしていたので、ユダヤを避け北の
ガリラヤ地方で教えを宣べていらっしゃいました。仮庵の祭が近づいていまし
た。これはユダヤの三大祭の一つで第七の月（太陽暦の九月～十月）に一週間ほ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA064.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA065.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA071.mp3
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ど行われました。すべての男の人は主の御前に出なければならないと定められ
ていました。イエス様を信じていなかった兄弟たちは、奇跡を行って大勢に認め
られる機会だからエルサレムに行くのが良いと勧めましたが、イエス様は「わた
しの時はまだきていない」ので、この祭には行かないとおっしゃいました。主の
時は、十字架の時です。このとき、彼らとは別にエルサレムに向かったのも、祭
の終わりの大事な日に大声でみ言葉を語られたのも、父なる神様の御心を第一
に十字架に向かって歩まれたからです。 
 
３月１６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書７：１０～２４ 

「モーセの律法の成就」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA072.mp3  
人々は、有名なイエス様が巡礼の群れに入って、エルサレムに来ていると期待し
て探したが、彼の姿を発見することは出来なかった。祭の真っ最中、多くの群衆
が集まっていた時に、イエス様は宮に上って教えられた。特に安息日と割礼のこ
とを論じられた。ユダヤ人は安息日を重視するのであるが、律法中に安息日以上
に重要な割礼が命じられている。その安息日に割礼が施されたのである。安息日
には仕事をしてはならないと言いながら、それよりも重大な割礼は実施されて
おり、安息日が破られた。まして人間の危急を救い、罪より清めて救いに至らせ
るイエス様の行為は、安息日以上のものである。安息日に人の全身を丈夫にして

やったあのベテスダの池での事件は、律法を与えられた神様の意志にそうもの
であり、律法を成就するものである。 
 
３月１７日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書７：２５～３６ 
「メシヤの出現」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA073.mp3  
イエス様の出現が、世に動揺を与えた。彼のなす御業は、世の人を彼に従う者と
彼を憎む者との二つの群れに分けたからである。役人たちも、イエス様をただも
のでないと見る者が出てきたが、いずれの側にしても真のイエス様を知る者は
いなかった。エルサレムの人たちは、イエス様がナザレ人であり、彼の親や兄弟
が誰であるかを知っていた。しかし、それがイエス様をメシヤだと認めるのに妨

げとなっていた。多くの人々も、不信仰であるが故に、父がイエス様をつかわさ
れたこと、イエス様の御業は神様の御業であり、メシヤの御業であることを理解
することが出来なかった。非難を受けた人々は、反省するのではなく、敵愾心を
もやし、イエス様を捕らえようと計った。しかし、イエス様が十字架につく時が
来ていなかったので、誰も彼に手をかける事が出来なかったのである。 
 
３月１８日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書７：３７～５２ 
「約束の成就」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA074.mp3  
秋、仮庵の祭に、シロアムの池から運び上げられた水が神殿の祭壇に注がれたそ

うです。祭が終わる大事な日にイエス様は叫んで言われました。「だれでもかわ
く者は、わたしのところにきて飲むがよい。わたしを信じる者は、聖書に書いて
あるとおり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう」（37 節、38

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA072.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA073.mp3
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節）。のちに、最後の晩餐の折り「わたしは父にお願いしよう。そうすれば、父
は別に助け主を送って、いつまでもあなたがたと共におらせて下さるであろう。
それは真理の御霊である」（ヨハネ福音書 14 章 16節 17節）と言われたように、
御霊なるお方についておっしゃったのでした。イエス様が大声で叫ばれたお姿
は特別です。イエス様が十字架でお死にくださり死からよみがえり、すべてのみ
わざを成し遂げることによって、このお約束が成就したのです。 
 
３月１９日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書７：５３～８：１１ 
「罪のない者が」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA075.mp3  
律法学者やパリサイ人たちは朝早くからイエス様を陥れようとしました。いつ
も機会を探していたことがよくわかります。モーセの律法に照らせば、この女の
人は有罪です。有罪だと言えば、イエス様の赦しの教えは全く役立たないという
証明になります。無罪と言えば、律法を破ることになります。今度こそイエス様
を追い詰めたと確信したでしょう。彼らは問い続けました。「あなたがたの中で
罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」（7節）。イエス様のお言
葉は彼らの頑なな心にも響き、みな立ち去ったのです。罪のないイエス様が「わ
たしもあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように」（11
節）。と言われたのは、人間の罪の赦しと新しい歩みのためには、人間の身代わ

りに父なる神様の罰を受けるという、イエス様の十字架の死以外にないことを
思ってのことでしょう。   
 
３月２０日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書８：１２～２０ 
「世の光であるキリスト」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA081.mp3  
昔、イスラエルでは仮庵の祭の初日の夕刻になると、宮の四隅の大きな燭台に灯
火がともされて、エルサレムの町が明るくなったと言う。その時にイエス様は
「わたしは世の光である。わたしに従って来る者は、やみのうちを歩くことがな
く、命の光をもつであろう」と語られた。そのイエス様は、４章では「永遠の命
に至る水」のことを語り、６章ではご自分を「命のパン」だと言った。確かにイ

エス様は、飢え渇く者を生かす生命の根源であり、罪の暗黒の中にいる者を救う
光そのものだ。ヘブルの思想においては、光は救いと同じ意味であり、喜びに満
ちたものだと言われる。しかし、イエス様の福音の啓示も、頑固なパリサイ人に
とっては、ますます心を頑なにするだけだった。イエス様の弁明は、彼らの反論
によって展開されていくが、イエス様の言うことを肉（人間的）によってしか理
解しようとしていないのは残念だ。 
 
３月２１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書８：２１～３０ 
「ユダヤ人の訴えに対して」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA082.mp3  

パリサイ人の攻撃に対して、自分の言葉の正しいことを弁護しておられたイエ
ス様は、今や積極的に彼らを責める。イエス様はまもなく十字架につき、この世
を去っていかれる。それは人々には敗北のように見える。イエス様が救い主であ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA075.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA081.mp3
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るとは思えないからである。そして人々は、さらにメシヤの来るのを待ち望んで、
他にメシヤを探し求める。ユダヤ人が、長年四方の強国に取り囲まれ、戦争と奴
隷化によって苦しんだ経験の中から、政治的な解放者メシヤを求める期待は大
きかった。しかし真のメシヤは十字架にかかり死んで行った。いくら探してもい
るはずがない。その十字架の時まであとわずかである。今は恵みの時、救いの日
である。光のある間に光を信じなければならない。こうしたイエス様の不信仰な
人々への熱烈な訴えは、彼らの心を動かし、これらの言葉によって、多くの人々
がイエス様を信じたのである。 
 

３月２２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書８：３１～３６ 
「イエス様の言葉のうちにとどまっているなら」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA083.mp3  
ユダヤ人たちは「人の奴隷になったことなどは、一度もない」（33 節）と答え
ましたが、イエス様は「すべて罪を犯す者は罪の奴隷である」（34 節）と教え
てくださいました。罪の奴隷からの解放は真理であるイエス様によるのです。イ
エス様はおっしゃいました。「真理はあなたがたに自由を得させるであろう」（32
節）と。真理を知るにはどうしたらいいのでしょう。「もしわたしの言葉のうち
にとどまっておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子なのである。ま
た真理を知るであろう。」（31 節）と言われました。「わたしの言葉のうちに

とどまっておるなら」これが条件です。イエス様のお言葉に聴き従いつつ生きる、
イエス様と一緒に生きることでしょう。その人はイエス様にある自由をいただ
いて生きるのです。   
 
３月２３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書８：３７～４７ 
「わたしの父」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA084.mp3  
イエス様は「わたしの父」と、神様を呼んでいます。父なる神様に遣わされてこ
の地上においでくださり、神様の御心を第一として歩んでくださいました。一方
ユダヤ人たちはアブラハムの子孫であることを誇り、律法に従うことを第一と
していました。それなのに、アブラハムを愛し、導いてくださった父なる神様か

ら遣わされたイエス様を殺そうとしていました。なぜでしょう。イエス様は言わ
れました。「あなたがたは自分の父、すなわち、悪魔から出てきた者であって、
その父の欲望どおりを行おうと思っている」（44 節）と。イエス様に罪を犯さ
せれば十字架の救いは無効になります。十字架の前に命を落とせば十字架は実
現しません。十字架による救いが実現しないように悪魔は躍起になっていまし
た。人々を用いて。 
 
３月２４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書８：４８～５９ 
「イエスとアブラハム」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA085.mp3  

信仰の父であり、ユダヤ人の父祖であるアブラハムは、尊敬されるべき者だが、
死んだ者であり、彼自身に永遠性はない。メシヤはイエス様であり、アブラハム
も彼に従うべき者である。しかし不信仰者は、神様の声を聞いて、いっそう神様

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA083.mp3
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から離れ、激しく神様に反抗する。ついに彼らは、イエス様を「悪霊に取りつか
れている」（５２節）と罵った。５６節には、「あなたがたの父アブラハムは、
わたしのこの日を見ようとして楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ」とある。
ここで著者ヨハネは、イエス様にあっては数千年の長い時が、一瞬に縮められた
ことを示している。「主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日のよ
うである」（Ⅱペテロ３：８）とあるとおりだ。イエス様はアブラハムの生まれ
る前からいる神ご自身であるから、信仰によってアブラハムはイエス様を見る
ことが出来たというのである。 
 

３月２５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書９：１～１２ 
「シロアムの池に行って洗いなさい」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA091.mp3  
イエス様が弟子たちと道をとおっておられた時、生まれつきの盲人を見て、弟子
たちが「先生、この人が生れつき盲人なのは、だれが罪を犯したためですか。本
人ですか、それともその両親ですか」と尋ねた。当時の一般的な考え方では、し
ばしば人間の不幸は、親の罪の結果とされたり、前世の罪の因果だと言われたり
した。今でも少し迷信的な人たちはそう考える。しかしイエス様は「本人が罪を
犯したのでもなく、また、その両親が犯したのでもない。ただ神のみわざが、彼
の上に現れるためである。」と言われた。そして「どろを盲人の目に塗って、シ

ロアム（つかわされた者、の意）の池に行って洗いなさい」と命じられた。常識
では絶対に考えられないことだ。しかし「主よ、お言葉ですから」と言ってやっ
てみる、その信仰が必要なのだ。 
 
３月２６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書９：１３～２３ 
「イエス様という光に対して」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA092.mp3  
イエス様は「わたしは世の光である。わたしに従って来る者は、やみのうちを歩
くことがなく、命の光をもつであろう」（ヨハネ福音書８章１２節）と言われま
した。安息日は礼拝の日です。「律法の言葉も、ひとびとに、ただかれらのわざ
を休むことを命じていて、神のわざを休むことを命じてはいないのである。」（カ

ルヴァン）。イエス様が安息日に癒してくださったのは恵みのわざです。敢えて
安息日に癒した結果ある人はイエス様を信じ、他の人たちはさらに心を頑なに
しました。光が差し込んだとき光に歩むか、頑なに背を向けるか。癒された人は
パリサイ人の圧力に屈せずはっきり答えました。パリサイ人は本人が目の前に
いるのに全く認めません。イエス様をキリストと認める者の追放を決定してい
たユダヤ人を恐れて、両親は曖昧に答えました。本来ならイエス様に感謝し、躍
り上がって喜びたいところです。 
 
３月２７日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書９：２４～３４ 
「今は見えるということです。」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA093.mp3  
パリサイ人たちは、目の前の事実をなんとしても認めようとしません。彼らは
「イエス様は罪人だ。」と言いたいのです（２４節）。自分たちの考えに凝り固

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA091.mp3
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まっていました。眼を癒された人は、パリサイ人の威圧を恐れずはっきり答えま
した。「…今は見えるということです。」（２５節）。続く質問に「あなたがた
も、あの人の弟子になりたいのですか。」と聞き返し、最後は３３節のとおりで
す。誰がなんと言おうと、イエス様によって見えるようになったことを自分がよ
く知っていましたから。パリサイ人たちは真実を見ることができないにもかか
わらずこの判断が唯一正しい、自分たちは見える、と思っていました。見えなか
った人が肉眼も、霊の眼も見えるようになったのとは対照的に。 
 
３月２８日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書９：３５～４１ 

「盲人の偉大な信仰告白」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA094.mp3  
イエス様によって目が見えるようになった盲人は、ついにユダヤ人の社会から
追い出され、交わりを絶たれ、生活の道を失った。イエス様は迷える羊を捜して、
救いの手を伸べられる。イエス様は彼の前に立たれて「あなたは人の子を信じる
か」（３５節）と決断を迫られた。この盲人はメシヤについて聞いてはいたが、
彼の前に立っておられる方がその人だとは分からなかった。彼の心は、目を癒さ
れたことによって、イエス様が素晴らしい方だということは分かっていたが、ま
だメシヤとイエス様を結合させることは出来ないでいた。彼はイエス様にメシ
ヤなる方を信じたいと言った。するとイエス様は「今、あなたと話しているのが

その人である」（３７節）と答えられた。確かにイエス様は、「主」であり、「拝
す」べき方である。こうして彼は「主よ、信じます」（３８節）という偉大な信
仰告白をしたのである。 
 
 
３月２９日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１０：１～１０ 
「わたしは門である」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA101.mp3  
イスラエルの地方では、羊の飼育が昔から盛んだ。イエス様は、人々の日常生活
から身近なたとえで話された。イエス様が「わたしは羊の門である」、「私は門
である」などの比喩的表現は、昔の羊飼いの生活がわかるとよく理解出来る表現

だ。暖かい季節の間は、羊が高原に放牧されていて、夜、村に帰る必要がない場
合には、羊の群れは丘の中腹の簡単に作られた羊の囲いの中に入れられるそう
だ。そこは囲いだけで、入り口は取り付けられていたが、門も扉もない。だから
羊飼いは、その入り口で寝た。そうすると、羊飼いの身体を飛び越えない限り、
羊は外に出ることが出来ないのである。また狼や獣も彼を飛び越えて来ない限
り羊を襲うことは出来ない。文字通りに羊飼いは門だったのである。そこでイエ
ス様は、ご自分が人を救うところの唯一の「門」であると語られたのである。 
 
３月３０日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１０：１１～２１ 
「わたしはよい羊飼である。」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA102.mp3  
イエス様は「わたしはよい羊飼である。」（１１節）と言われました。羊は人間
をあらわしています。雇い人は羊を捨てて逃げ去ります。なぜなら羊のことを心
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にかけていないからです。しかし、イエス様はよい羊飼で、わたしたちの救いの
ために十字架にかかって命を捨ててくださいました。「わたしにはまた、この囲
いにいない他の羊がある。」（１６節）と言われました。救いに与っていない人々
をも導かねばならない、という意味です。「彼らもわたしの声に従うであろう。」
とも言われました。まだイエス様を信じていない人々もイエス様を信じて聞き
従うようになるということです。イエス様が救いに導いてくださる人々がみこ
ころのとおり救われるように、わたしたちはイエス様のお役に立ちたいと願っ
ています。  
 

３月３１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１０：２２～３１ 
「いつまで…不安のままにしておくのか」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA103.mp3  
イエス様を救い主として信じようとしない人々にとって、イエス様は不安の種
でした。イエス様のお言葉、イエス様のなさること、イエス様の存在が彼らの心
を刺激するからです。「…ユダヤ人たちは、イエスを打ち殺そうとして、また石
を取りあげた。」（３１節）のです。イエス様の存在はわたしたちに二者択一を
迫ります。イエス様を認めず信じなければ、心に平安はありません。イエス様を
信じれば平安が与えられます。２７節２８節にはイエス様を信じて永遠のいの
ちを与えられた人々について言われています。詳訳聖書には２８節について「私

は彼らに永遠のいのちを与える。彼らは世々を通じて決してそれを失う<滅びる
>ことはない<彼らは永遠にどんなことがあっても決して滅びない>。だれも彼ら
を私の手から奪い去ることはできない。」とあります。 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA103.mp3

