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館林キリスト教会 

デボーションノート（2023 年） 

館林キリスト教会 

 
４月１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１０：３２～４２ 
「わたしのわざを信ぜよ」 
 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA104.mp3  

イエス様は、自分が羊飼いであり、メシヤであることを述べられたが、このこと
は、イエス様と神との一致に基づいている。「わたしと父とは一つである」とも
主張している。しかし、ユダヤ人は、イエス様が受肉の神である事を認めない。
むしろ、イエス様の言葉は、神冒涜であると言っている。そしてイエス様を打ち
殺そうとした。彼らが宗教的に熱心であればあるほど、イエス様に対する敵愾心
は激しくなった。イエス様は神のわざをなすように聖別されたことを自覚して
いた。イエス様は、自分を誇り、自分のわざをなすために自分のメシヤたること

を主張するのではなくて、全く神のみこころによって働く方である。イエス様は、
神から託された以外のことは、何もなさらない。だから、イエス様の言葉によっ
てこの事を信じることができなくても、イエス様が現に行うわざを見て信ぜざ
るを得ないはずである、と言う。 

 

４月２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１１：１～１６ 

「神の栄光が現される奇跡」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA111.mp3  

１１章は、ラザロが大病にかかり、死にかけていたところから始まる。知らせを

受けたイエス様は、彼の所に行くのが２日遅れた。そのために、ラザロはすでに

死んでおり、手遅れと見えた。死は人間の最後の姿であり、どうすることもでき

ない絶望である。しかしそれは、肉体の一時的な死であって、永遠の神から離れ

た死ではない。否、むしろラザロが病気になり肉体的に死ぬことは、絶望的死で

なくして、神の栄光が現され、救いの力が示されるためである。人間の目には、

もはや終わりだと見える時、奇跡が起こる。ここでの奇跡は、人間の絶望に対し

てさしのべられた神の力強い救いの業だといえる。ラザロは死んだのだ、とイエ

ス様ははっきり言われた。しかし、その死こそ信仰の契機となった。もしラザロ

が死ぬ前にイエス様が到着し、病気を癒されたら、イエス様の与える永遠の命は

理解されなかった、と思うのである。 

 

４月３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１１：１７～３２ 

「四日間も墓に」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA112.mp3  

ラザロは四日間も墓に置かれたままでした。マルタたちはラザロの死を悲しみ、

イエス様に、ここにいて下さったなら、と訴えずにはいられませんでした。３３

節以降のようにイエス様がラザロを生き返らせて下さり人々は驚きました。な

ぜなら、ラザロが四日間も墓に置かれ、臭くなっている（３９節）ことを誰もが

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA104.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA111.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA112.mp3
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知っていましたから。マルタに答えてイエス様は有名なみ言葉を語られました。

「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者は、たとい死んでも

生きる。また、生きていて、わたしを信じる者は、いつまでも死なない。あなた

はこれを信じるか」（25、26 節）。イエス様がラザロを生き返らせてくださっ

たことによってこのお約束が真実である、ということを信じやすくさせて下さ

いました。このお約束の成就は、イエス様が十字架で死に、死に勝利してよみが

えって下さるという事実によるのです。 

 

４月４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１１：３３～４４ 

「イエスは涙を流された。」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA113.mp3  

イエス様がラザロを生き返らせてくださったことに人々は驚きました。マルタ

とマリヤは弟に再会できたのですからその喜びはたとえようもなかったでしょ

う。死が永遠に再会を許さない、それが現実です。しかし、イエス様が約束して

くださったのは２５節２６節のみ言葉です。イエス様にあって、死は何の力も持

たない、死による永遠の別れはないのです。ラザロはこの後いつかは地上を去り

ますから、マルタとマリヤの再会の喜びはつかの間でしたが、主を信じる人々に

とって天の御国で永遠の喜びの再会が待っています。「イエスは涙を流された。」

３５節。イエス様が激しく動揺し苦しまれ涙を流されたみ思いはどのようなも

のだったのでしょうか。ラザロと姉妹たちをはじめ、罪と、罪によってもたらさ

れた死の力に怯え悲しみ苦しむ人間への憐れみと慈しみが溢れた涙だったので

しょうか。 

 

４月５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１１：４５～５７ 

「イエス様の贖いに対する預言」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA114.mp3  

死人の復活という驚くべき奇跡は、民衆の間にいよいよ大きなセンセーション

を巻き起こしていった。心の素直な人々は、奇跡の事実によって心の目が開かれ

たが、心のかたくなな人々は、いっそう敵愾心を燃やしていった。そして復活の

奇跡は、敵対する人々にイエス様を殺す決心をさせることになる。そのような時

に、大祭司カヤパが立って「ひとりの人が人民に代って死んで、全国民が滅びな

いようになるのがわたしたちにとって得だ」（５０節）と言った。これはイエス

様に対する反対の心から出たものだ。しかしひとりの人が人民に代わって死ぬ

と言った彼の言葉は、イエス様が私たちのために死んで贖いのわざを成し遂げ

てくださる方であることを表明したものとなった。勿論カヤパは、イエス様の十

字架上での死がそのような預言だとは夢にも思っていなかった。 

 

４月６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１２：１～１１ 

「イエス様に香油を注ぐマリヤ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA121.mp3  

マリヤがイエス様に香油を注いだ出来事が美しく人を感動させるのは、彼女が

できる限りのことをしてイエス様に対する信仰と愛を現したことである。しか

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA113.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA114.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA121.mp3
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もこの美しい行為が、全世界に記念として長く語り伝えられるようになったの

は、それが全人類の救いのために十字架にかかられたイエス様に対する、葬りの

準備であったからである。よいことをするにはチャンスというものがある。助け

を必要としている人に出会ったならば、その時すぐもっているものを投げ出す

決心をしなければ、人を助けることは出来ないものだ。後になって、あの時に助

けておけばよかった、と後悔しても遅い。マリヤにとって、今がイエス様に対し

て奉仕をする最後のチャンスだったのだ。そして彼女は自分の全財産ともいう

べき高価な香油をイエス様の足に注いで、この機会を生かしたのである。 

 

４月７日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１２：１２～１９ 

「世をあげて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA122.mp3  

イエス様はろばの子にお乗りになりエルサレムに入城なさいました。旧約聖書

の預言が今、成就したのです。このとき大勢の群衆がイエス様を迎えました。イ

エス様がラザロを生き返らせたという出来事は人々の興味と関心の的でした。

奇跡の現場にいた人々が口々に言い広めましたからなおさらです。この様子に

パリサイ人たちは「なにをしてもむだだった。世をあげて彼のあとを追って行っ

たではないか」（19節）と、お手上げ状態でした。しかし、イエス様の逮捕、裁

判、十字架へと事が進むうちに、多くの人々はイエス様から離れ去り、弟子たち

さえも逃げ出しました。群衆のような一時的な興味、関心に流されないで、個人

個人の信仰によってイエス様を救い主と信じ受け入れ、聴き従うことが大切だ

と改めて教えられます。 

 

４月８日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１２：２０～３６ 

「わたしの思いではなく、みこころが成るように」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA123.mp3  

イエス様が公に語るのはこれが最後の機会でした。栄光を受ける時がきた、十字

架につく時がきたとおっしゃり、麦の種が蒔かれて死に豊かな実りをもたらす

ように、イエス様が十字架にかかって死ぬことによって、イエス様を信じる人々

に永遠の命、将来の栄光を約束するという豊かな実が結ばれるのです。イエス様

を信じる人々は永遠の命をいただきます。その信仰生活においては、イエス様の

模範のように、刻々自我に死に、父なる神様を第一として歩むことにより命の道

を進む、これが主のみ教えです。２７節、２８節はゲッセマネの祈りを思い起こ

させます。十字架、それは罪のない聖い神のひとり子イエス様が、愛する父なる

神様から裁かれることです。苦しみの中でなお、十字架にかかって死ぬためにこ

の世に来たというご自身の目的を思い祈られました。「父よ、み名があがめられ

ますように」。  

 

４月９日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１２：３７～５０ 

「イエスの公生涯の終焉」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA124.mp3  

ヨハネはイエス様の死が近づき、いよいよ伝道の生涯が終わるに際して、その結

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA122.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA123.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA124.mp3
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語ともいうべきものをこの所に記している。これまでに記されたこと、語られた

ことの総括ともいうべきものが、この箇所に記してある。ヨハネは、このことを

旧約聖書イザヤ５３章１節の引用から解き明かし始めている。預言者が神につ

いて説いた所と同じことを、イエス様が説かれたのに信ぜず、主のみ腕による大

いなる業を、イエス様がなさったのに信じなかったのが、ユダヤ人だった。まさ

にイザヤの預言が成就したのである。そして、イエス様の真の使命は、全人類を

罪から救うことである。そのためにこの世に来られ、十字架にかかって身代わり

に死なれたのである。だからイエス様を信じる者は、裁かれることがなく、永遠

の命が与えられるのである。 

 

４月１０日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１３：１～１１ 

「弟子たちの足を洗うイエス様」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA131.mp3  

イエス様が、弟子達の足を洗われたことは、ここで最も注目すべき出来事の一つ

である。第一に、私たちはこの出来事の中に、偉大なイエス様の教訓を見るから

である。当時においては人の足を洗うことは僕の役目だった。それを弟子たちの

先生であり、救い主なるイエス様が、僕のようになって弟子たちの足を洗われた。

ペテロが驚いて質問したのは当然である。イエス様は身をもって謙遜を示され

たのだ。ヨハネによる福音書は、イエス様の栄光と主権を強調していると言われ

る。そのイエス様が弟子たちの足を洗った、と記したのである。そこには常識を

越えた愛と謙遜の実践がある。第二に、この出来事は深い霊的な意味を持ってい

る。イエス様は「もしわたしがあなたの足を洗わないなら、あなたはわたしとな

んの係わりもなくなる」と言われた。つまり弟子の足を洗うことは、血をもって

弟子の罪を清めること、十字架の死による罪の洗いを意味していたのである。 

 

４月１１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１３：１２～２０ 

「手本を示したのだ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA132.mp3  

明日は十字架で死ぬという前の晩、最後の晩餐で、イエス様は弟子たちの足を丁

寧に洗ってくださいました。その意味を明らかにしてくださったのがこの箇所

です。「わたしがあなたがたにしたことがわかるか」（12節）。「わたしがあな

たがたにしたとおりに、あなたがたもするように、わたしは手本を示したのだ。」

（15節）。「…それを行うなら、あなたがたはさいわいである。」（17節）と。

さらに事が起こった時のため言っておくとおっしゃいました。その時「わたしが

それであること」すなわちイエス様が油注がれたもの、キリストであることを、

あなたがたが信じるために、そして「わたしを受けいれる者は、わたしをつかわ

されたかたを、受けいれるのである」（20節）と。ユダの名前こそ出しませんが

主を裏切るという驚くべき出来事が起こる前に弟子たちに心備えしてください

ました。弟子たちが愕然としてその心が萎え信仰が後退してしまわないように。 

 

４月１２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１３：２１～３０ 

「一きれの食物を」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA131.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA132.mp3
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 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA133.mp3  

当時は円形のテーブルを囲んで長椅子に寝そべるようにして食事をしたようで

す。そのため最後の晩餐でイエス様のすぐそばによりかかるような席に着いて

いたのが「弟子たちのひとりで、イエスの愛しておられた者」でした。これはヨ

ハネと言われています。ペテロは席が遠かったのでしょう、イエス様の「あなた

がたのうちのひとりが、わたしを裏切ろうとしている」というお言葉を聞いて

「だれのことをおっしゃったのか、知らせてくれ」とヨハネに言ったのです。ヨ

ハネの「主よ、だれのことですか」という言葉に、イエス様は一きれの食物をひ

たしてイスカリオテのユダにお与えになりました。ユダは受け取ると暗闇の中

へ出て行きました。イエス様が悔い改めの機会をずっと残し続けていてくださ

ったにもかかわらず。 

 

４月１３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１３：３１～３８ 

「新しい戒め」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA134.mp3  

イエス様はまた、弟子たちにもう一度愛の戒めを与えられた。愛は、ヨハネによ

る福音書を通じて強く説かれているが、もう一度そのことが最後において強調

されている。これは「新しい戒め」である。勿論、愛の教えはイエス様特有のも

のではない。それは旧約においても説かれた古いものであり、他の多くの宗教に

も説かれているものである。しかし自己を犠牲にして、罪人のため、敵のために

死なれたイエス様の愛は、全く前例のない「新しい戒め」である。イエス様は、

人道的愛ではなく、神様の愛に根ざした愛を信仰者に要求している。しかし、こ

の神様の愛が私たちのものとなるには、聖霊を受けなければならない。そしてこ

の聖霊について、ヨハネは１４章と１６章で丁寧に記している。 

 

４月１４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１４：１～１１ 

「わたしは道であり」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA141.mp3  

イエス様が十字架にかかって死ぬ前の晩、最後の晩餐の席で弟子たちに語って

くださった御言葉が１６章まで続き、１７章はイエス様の祈りです。十字架刑を

目前にして語られた１４章１節は「神を信じ続け、わたしを信じ続けなさい。」

という継続の意味だそうです。心騒がせやすいわたしたちにも語られているみ

言葉です。神を信じる、ということは誰にでもわかります。しかし、漠然として

いてわかりにくく迷いやすいのです。でも、イエス様を信じる、ということはわ

かりやすいでしょう。「わたしを見た者は、父を見たのである」（９節）とある

とおり、イエス様を知れば父なる神様を知り、救われ、天国に導かれるのです。

イエス様を信じ、イエス様を仰ぎ望めば迷うことはないのです。イエス様は「わ

たしは道であり」と言われました。 

 

４月１５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１４：１２～２４ 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA133.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA134.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA141.mp3
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「助け主・聖霊」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA142.mp3  

１２節の終わりに「わたしが父のみもとに行くからである」と言われたのは、聖

霊の約束と関係があります。地上の生涯を歩まれた「肉」なるイエス様に代わっ

て、「霊」なるイエス様（聖霊）が信じる者たちに与えられるからです。そのた

めに、イエス様は、この世を去って父なる神のみもとに行かれるのです。こうし

て私たちに、聖霊が与えられ、その聖霊に導かれる私たちの歩みこそ、復活の主

イエスと共なる歩みにほかなりません。その時私たちは、イエス様の十字架の愛

に満たされ、その愛に込められた無条件、無制限の赦しを全身で受けることが出

来るのです。そして、18 節の「わたしはあなたがたを捨てて孤児とはしない。

あなたがたのところに帰って来る。」といわれた約束が、そのとおりに実現して

いるのを見るのです。地上に残される弟子たちは孤児にされるどころか、真理の

御霊に導かれて、復活の主と共に歩むという祝福にあずかるのです。 

 

４月１６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１４：２５～３１ 

「イエス様の与える平安」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA143.mp3  

イエス様との別れは弟子たちの心に不安と恐れを呼び起こしていたのです。そ

こでイエス様は、彼らに平安を与えると約束されました。しかもこの世の与える

平安と対比させて、「わたしの平安」とおっしゃいました。イエス様が約束した

平安はイエス様ご自身が与える平安であって、人間やこの世が与える平安と異

なっています。この世が与える平安は、逆境の中では音を立てて崩れ落ちてしま

う見せかけの平安です。イエス様が与える平安は、仏教的な静寂やあきらめ(諦

観)から来るものではなく、また世が与えるような物質的安心でもありません。

イエス様が与える平安は、この世の罪と悪魔に打ち勝つ力であり、救いの平安で

あり、神との交わりからくる喜びであって、今後弟子たちがいかなる苦難に陥り、

行く手をはばまれるような事があっても、それに打ち勝つものなのです。 

 

４月１７日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１５：１～８ 

「幹と枝」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA151.mp3  

ぶどうの木は甘くみずみずしい実を結びます。枝は幹から十分な水分や養分を

受け続けています。同様に信仰者はイエス様から十分な恵みを受け、イエス様へ

の聴従と祈りとの交わりのうちに生かされます。父なる神様は御子なるイエス

様を愛されました。イエス様も父なる神様を愛し最期まで従われました。信仰者

もイエス様を愛し聴き従い主との豊かな交わりが育まれるのです。強制や義務

ではありません。愛するがゆえに喜んで聴き従うのです。なぜならイエス様は十

字架にかかって「その友のために自分の命を捨て」てくださったほどにわたした

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA142.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA143.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA151.mp3
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ちを心にかけ、豊かな救いの恵みへと招いてくださったからです。彼らの祈りは

主の御心にかなう祈りへと導かれます。なぜなら内住のキリストが祈らせくだ

さるからです。その結果父なる神様の御名が崇められるのです。わたしたちのう

ちにはイエス様の喜びが宿り満ち溢れます。 

 

４月１８日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１５：９～１７ 

「日常のなかで」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA152.mp3  

イエス様の十字架の死のお苦しみは想像を絶するものでした。しかし、それまで

の日々は十字架に勝るとも劣らない霊的な戦いの連続ではなかったかと想像し

ます。贖いのみわざを成就するために、罪のない神の小羊として十字架で死ぬ必

要がありました。「罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたち

と同じように試錬に会われたのである。」（へブル人への手紙 4章 15節）とあ

るとおり、あらゆる試練の中で罪を犯さずに生きることはイエス様にしかでき

ませんでした。「友のために自分の命を捨てる」ということは、殉教というよう

なこともあるかもしれませんがそのような華々しいことでなく、イエス様が生

きてくださったように「愛は…不義を喜ばないで真理を喜ぶ。 そして、すべて

を忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。」（コリント人への第

一の手紙 13章 6節 7節）という、日々み心に従うことによって表される愛につ

いても言えるのではないでしょうか。 

 

４月１９日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１５：１８～２７ 

「この世の憎しみ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA153.mp3  

イエス様に従う者がこの世から憎まれ苦しみを受けるということは、共観福音

書にもしばしば語られており、迫害はキリスト者によく起こるものである。ヨハ

ネは、この対立をさらにその根源にさかのぼって、神とこの世、光とやみとの対

立と見ている。この世が弟子たちを迫害するのは、イエス様を迫害することであ

り、イエス様を憎むのは、神を憎むからである。ヨハネは、全人類に対する広い

神の愛を説きながら、他面この世を悪魔の支配下にあるものとして見、きわめて

この世について否定的である。こうして弟子たちが憎まれるのは、この世が不当

に神に反逆しているからであり、弟子たちはこの恐るべき悪の勢力と戦わねば

ならない。しかし、助け主なる聖霊は、キリストについてさらに証し、弟子たち

を強め励まして下さる。また聖霊は、弟子たちのうちに働いてあかしをなすもの

として下さるのである。 

 

４月２０日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１６：１～１５ 

「聖霊様の働き」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA152.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA153.mp3
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 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA161.mp3  

今イエス様は、地上を去ることの意味を明確にし、恐れる弟子たちを力づける。

なぜなら、彼らを迫害する者に、聖霊によるさばきが下るからである。聖霊は、

彼らの罪を明らかにする。彼らが神の子のイエス様を信じないからである。聖霊

は義を明らかにする。イエス様が昇天することによって、イエス様が義なる方で

あると示されるからである。聖霊は、さばきについてこの世にその誤りを認めさ

せる。イエス様はこの世の支配者の手に落ちて敗北の死を遂げたかのようだが、

復活することによって逆にこの世の君であるサタンはさばかれるからである。

イエス様のみわざは聖霊によって継続されて行く。聖霊は、引き続き多くのこと

を弟子たちに教え、真理に導く。弟子たちはイエスのみわざを受け継いで、宣教

に携わっていくようになる。 

 

４月２１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１６：１６～２４ 

「再びあなた方と会う」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA162.mp3  

イエス様は明日十字架にかかって死ぬのです。弟子たちはいつもと様子が違う

イエス様のお言葉を理解できず不安でした。お話を聞いて親しく過ごす時間は

残り少ないこと、もうすぐイエス様にお目にかかることができなくなることを、

イエス様は間接的にお話になりました。具体的に話したとしても弟子たちの恐

怖が増し混乱するだろうと判断なさったのかもしれません。同時に、十字架の死

の後、三日目にご自身が死からよみがえることを示唆なさり「わたしは再びあな

た方と会うであろう」、そのときには「あなたがたの心は喜びに満たされるであ

ろう」と言われたのです。弟子たちの不安と緊張の日々は喜びに変えられるので

す。お約束のとおり、イエス様の十字架の死後弟子たちが絶望の底にいたとき、

死に勝利して復活なさった栄光のイエス様にお目にかかったのです。 

 

４月２２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１６：２５～３３ 

「イエス様のみ名によって」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA163.mp3  

イエス様の十字架と復活ののちには聖霊によってみ言葉の意味が明らかにされ

ます。またイエス様は２３節で「あなたがたが父に求めるものはなんでも、わた

しの名によって下さるであろう。」と言われました。主につながりみ言葉がとど

まっているので主の御心を思って祈りをささげるからです。さらにイエス様の

十字架と復活の後には助け主なる聖霊がおいでになり、内なるうめきをもって

とりなし、祈りを導いてくださるからです。へブル人への手紙４章１６節に「時

機を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではな

いか」とあるように豊かな祈りに招かれています。イエス様は十字架を目前にし、

弟子たちは苦難を通らなければなりません。しかし、イエス様が父なる神様とひ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA161.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA162.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA163.mp3
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とつであり愛と平安に満たされているように弟子たちをも愛と平安と勝利によ

って生かしてくださるのです。 

 

４月２３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１７：１～５ 

「大祭司イエスの祈り」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA171.mp3  

この祈りは５世紀のアレキサンドリヤのキュリロス以来、ヨハネによる福音書

１７章のイエス様のお祈りは、大祭司の祈りであると呼ばれてきています。イエ

ス様は、最後の教訓を弟子たちに与えられると、目を天に向けて、父なる神様に

祈られました。父との交わりの確信と、地上においてなすべきことが終わったこ

とによって、静かに天の父と話をされたのです。イエス様が到来を待っておられ

たその死の時が来たからです。それはまた、彼の栄光の時でもありました。イエ

ス様の死が、悪の力に打ち勝って、人類の救いを達成する栄光であることはすで

に見てきました。イエス様のこの栄光の死によって、永遠の命を受ける業が完成

しますが、その救いの事業は、父なる神のみ旨によるもので、父なる神に従って

それを達成するのです。よってイエス様の死は、また父の栄光を現すことでもあ

ると言えるのです。 

 

４月２４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１７：６～１９ 

「弟子たちのための祈り」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA172.mp3  

イエス様の祈りは、ご自分のための祈りから、さらに進んで弟子たちのためにな

されている。イエス様は、弟子たちを神のみ旨に従って選び、身近に召して福音

の真理を与えて来られた。イエス様は、選ばれた弟子たちのために、最後のそし

て特別の祈りをささげられた。イエス様は、いよいよ世を去って弟子たちと別れ

なければならない時が来た。しかも弟子たちは伝道の重大な責任を背負わされ

ている。今そのために、献身するように聖別されようとしている。伝道はイエス

様の死後も続けられ、むしろ将来においてこそ弟子たちの真の働きがなされる

のである。また世は、ヨハネ福音書においては神に敵するものとして記されてい

る所が多いが、この箇所では違った観点から見られている。ヨハネは、神がこの

世を愛し、この世を救うために心をくだいておられることも説いている。 

 

４月２５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１７：２０～２６ 

「一つとなるために」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA173.mp3  

イエス様は、弟子たちが一つになり、宣教を受け継ぐ者であるように祈られまし

た。さらにクリスチャンがこの世とは違って１つの特別な群、即ち教会を形成し

ていくように祈られたのです。教会から離れたクリスチャンはなく、クリスチャ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA171.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA172.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA173.mp3
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ンを孤立のまま放置する教会もないのです。悪魔は群をなしてクリスチャンを

迫害し、この世を完全に支配しようとするのです。これに対抗するにはクリスチ

ャンの一致団結が必要です。しかし、教会は、単なる人間の集団ではありません。

教会の結合は、まず神様とイエス様との一致に基づき、唯一の神の上に立てられ

たものでなければなりません。神様とイエス様が一つであることにより、イエス

様がクリスチャンの中にいまし、神様が彼らの主となり、彼らの中心となるので

す。 

 

４月２６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１８：１～１１ 

「ゲッセマネの園で」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA181.mp3  

イエス様は告別の説教と祈りを終えると弟子たちを連れてケデロンの谷の向こ

うの園に行かれました。ケデロンの谷はエルサレムの東にあり南北に伸びた谷

です。その東はなだらかな丘陵でゲッセマネの園がありました。オリーブが茂っ

たこの場所にイエス様と弟子たちはたびたび集まり祈りの場所としていました。

ユダは一隊の兵卒と、祭司長、パリサイ人が送った下役の先頭に立ってやって来

ました。ペテロは大祭司の僕マルコスに切りかかって彼の右耳を切り落とした

のですが、イエス様は彼を癒してくださったことがルカによる福音書２２章に

記されています。武装した兵卒たちを相手に、ペテロが勇み立ってもどうにもな

らないことは目に見えていましたが、なんとかしてイエス様を守りたいという

気持ちで一杯だったのでしょう。イエス様は父なる神様の御心に従う、その心は

定まっていました。  

 

４月２７日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１８：１２～２７ 

「アンナスの前で」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA182.mp3  

兵卒や千卒長、ユダヤ人の下役たちはイエス様を縛り上げてアンナスのところ

に引き連れていきました。アンナスは大祭司カヤパの舅で、前大祭司でした。ア

ンナスの質問にイエス様は、今まで公然と語り教え何も隠れて語ったことはな

い、とはっきりお答えになりました。アンナスは怒って平手で打つとイエス様を

縛ったままカヤパのもとへ送りました。ペテロはイエス様の後を追い、大祭司の

知り合いだった弟子によって、大祭司の中庭に入り込みました。ペテロは、門番

の女にイエス様の弟子ではないかと聞かれましたが否定して下役たちがあたっ

ていた炭火に一緒に立ってあたっていました。春先の寒い時期、まだまだ夜が明

けない時間でした。二度目に人々に聞かれ否定し、三度目はペテロがゲッセマネ

の園で耳を切り落とした人の親族に指摘され否定したそのとき鶏が鳴きました。

イエス様のご警告のとおりに。 

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA181.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA182.mp3
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４月２８日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１８：２８～４０ 

「ピラトの前でのイエス様（１）」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA183.mp3  

大祭司カヤパの所から総督ピラトの官邸に連れてこられたイエス様は、いよい

よ死の判決を受ける時が近づいてきました。イエス様を官邸に連れてきたユダ

ヤ人は、入口まできて、それ以上中に入ろうとはしませんでした。異邦人のピラ

トの家に入ることは身を汚すと考えられていたからです。ピラトは、紀元６年か

ら４１年の間サマリヤ、ユダヤの総督で、頑固残忍な男でした。ルカによる福音

書１３章１節は、それを例証しています。ピラトはこの事件がユダヤ人の宗教的

仲たがいから起こっているのを知り、かかわり合うことを好みませんでした。そ

こでピラトは、「自分たちの律法でさばくがよい」と言ったのです。しかし、ユ

ダヤ人の議会には死刑宣告の権利はありませんでした。そしてユダヤ人たちは、

イエス様を殺そうと思っていましたので、それ以外の刑では承知できなかった

のです。ユダヤ人たちはピラトに死刑宣告を迫り、十字架刑を求めたのです。 

 

４月２９日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１９：１～１６ 

「ピラトの前でのイエス様〔２〕」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA191.mp3  

ユダヤ人の殺害の要求を聞いても、ピラトはなおイエス様を許そうとしました。

しかし、ユダヤ人の反感と憤りは激しいので、イエス様を鞭で打たせて辱め、ま

た兵卒たちが嘲笑の中に茨の冠をかぶらせ、紫の着物を着せて王のかっこうを

させ、ユダヤ人の王、万歳と言いながら平手で打つという侮辱した行為を許した

のです。ピラトは群衆の前にイエス様を連れ出して、「このような茨の冠をかぶ

り、王の着るような紫の着物を着た道化師みたいな男がイエスである。真面目に

王として立ちうる人間ではない、そして『見よ。この人だ』」と言ったのです。

こうしてピラトは、最期までイエス様を許そうと努めたのです。しかしユダヤ人

たちが、「もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。」

と叫んだ時、ピラトは群衆の訴えを入れざるを得ませんでした。カイザルに忠実

でないと判明させられたら、彼の政治生命は、終わってしまうからです。 

 

４月３０日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１９：１７～３０ 

「みずから十字架を背負って」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA192.mp3  

イエス様は「みずから十字架を背負って」（１７節）行かれました。父なる神様

の御心を行うため、人々の救いのために。十字架上のイエス様は愛弟子に母をゆ

だねました。彼は十二弟子のヨハネだと言われています。ゴルゴタについたとき

差し出された、にがみをまぜたぶどう酒（マタイ福音書 27章 34節）はなめただ

けでお受けになりませんでした。麻酔作用があるものをお飲みになりませんで

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA183.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA191.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA192.mp3
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した。最期のときに差し出されたのは酸いぶどう酒でした。これはぶどう酒が過

度に発酵して酢酸ができて酸っぱくなったもので、水で薄めて一般に飲まれて

いました。イエス様は「すべてが終わった」と言われ息をひきとられました。新

改訳では「完了した」、文語訳では「事おわりぬ」と訳されています。救い主と

しての使命をなし終えられたのです。「わたしたちが罪に死に、義に生きるため

に、十字架にかかって、わたしたちの罪をご自分の身に負われた。その傷によっ

て、あなたがたは、いやされたのである。」 

ペテロの第一の手紙２章２４節  

 


