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館林キリスト教会 

デボーションノート（2023 年） 

 

５月１日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書１９：３１～４２ 

「イエス様の死そして葬り」 

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

イエス様は生前「人の子がきたのも、…多くの人のあがないとして、自分の命を

与えるためである」（マルコによる福音書 10章 45節）言われました。イエス様

の「すべてが終わった」（ヨハネによる福音書 19章 30節）という言葉について

Ｊ・マーレーは「人類の罪のための贖罪が完全に達成されたことを天下に告げる

神の宣言であった」と記しているそうです。イエス様は十字架で死なれました。

兵卒はイエス様の死を確認するために槍でわき腹を突き刺しました。「すぐ血と

水とが流れ出た」とあります。イエス様は十字架から取りおろされました。ユダ

ヤ人の埋葬の習慣に従って香料が入れられ亜麻布で巻かれました。アリマタヤ

のヨセフとニコデモは墓にイエス様を葬りました。それはアリマタヤのヨセフ

の新しい墓でした（マタイ福音書 27章 60節）。イエス様は死に、そして葬られ

ました。  

 

５月２日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書２０：１～１０ 

「空っぽの墓」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA201.mp3  

イエス様の復活のとき、重要な役割を果たしているのは、婦人たちであるのがわ

かる（マルコ16：1）。婦人たちは、イエス様の十字架の死に際しても、彼を慕

って、ユダヤ人を恐れることなく終始そばにいたのである。しかもイエス様が死

なれた後も忘れがたく、墓を訪れたのである。それは一週の初めの日、日曜日の

朝であった。この婦人たちの一人であったマグダラのマリヤは、墓の石が取り除

けられて、墓の中には、イエス様の死体がないので、驚いて弟子たちの所に報告

に走った。報告を聞いたペテロとイエス様の愛弟子ヨハネは、すぐに出かけ、開

いている墓の中に入った。そこには亜麻布と頭に巻いてあった布がそのまま置

いてあっただけである。ヨハネはからの墓を見て、神の力によってイエス様が復

活したのを信じたのである。 

 

５月３日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書２０：１１～１８ 

「復活のイエス様とマグダラのマリヤ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA202.mp3  

キリスト教は復活の宗教とも言われる。聖書から復活を除いてしまったら、何も

残らないと言っても過言ではない。キリストの誕生も十字架もペンテコステ（聖

霊が注がれた日）も、「復活の事実」につながる出来事だからである。復活した

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA191.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA201.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA202.mp3
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イエス様は、大勢の人々に対し、この出来事の証拠として、ご自分の姿を現して

下さった。イエス様の復活の姿を誰も見なかったとすれば、キリスト教の信仰は

きわめて観念的（現実を無視した抽象的、空想的な考え方を指す語）なものにな

ってしまったであろう。しかし、復活の主は確かにご自分を人々に現わされた。

そして復活の朝、誰よりも先にイエス様がご自身を現わされたのは、最愛の弟子

ヨハネでもなく、イエス様の母でもなく、あの７つの悪霊を追い出していただい

たマグダラのマリヤなのである。 

 

５月４日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書２０：１９～３１ 

「安かれ」  

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA203.mp3  

イエス様がよみがえられた日の夕方、恐れ隠れていた弟子たちに、よみがえられ

た主が現れ「安かれ」と言われ、派遣と聖霊のみわざの約束をなさいました。こ

こに居合わせなかったトマスは主のよみがえりを信じませんでしたが、八日後

再び現れた復活のイエス様に「わが主よ、わが神よ」と信仰を告白しました。こ

の福音書を記したヨハネは、この書の目的を記しています。「これらのことを書

いたのは、あなたがたがイエスは神の子キリストであると信じるためであり、ま

た、そう信じて、イエスの名によって命を得るためである。」２０章３１節。ロ

ーマ人への手紙１４章８節９節には「わたしたちは、生きるのも主のために生き、

死ぬのも主のために死ぬ。だから、生きるにしても死ぬにしても、わたしたちは

主のものなのである。なぜなら、キリストは、死者と生者との主となるために、

死んで生き返られたからである。」とあります。 

 

５月５日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書２１：１～１４ 

「あなたがたより先にガリラヤへ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA211.mp3  

十字架前夜イエス様は弟子たちに言われました。「今夜、あなたがたは皆わたし

につまずくであろう。『わたしは羊飼を打つ。そして、羊の群れは散らされるで

あろう』と、書いてあるからである。しかしわたしは、よみがえってから、あな

たがたより先にガリラヤへ行くであろう」マタイによる福音書２６章３１節３

２節。復活の朝、墓にいた御使いも「急いで行って、弟子たちにこう伝えなさい、

『イエスは死人の中からよみがえられた。見よ、あなたがたより先にガリラヤへ

行かれる。そこでお会いできるであろう』。」同２８章７節。主は約束のとおり

現れてくださいました。イエス様は漁から帰った弟子たちに「さあ、朝の食事を

しなさい」と勧めてくださいました。「弟子たちは、主であることがわかってい

たので、だれも「あなたはどなたですか」と進んで尋ねる者がなかった。」ヨハ

ネによる福音書２１章１２節  

 

５月６日  今日の通読箇所 ヨハネによる福音書２１：１５～２５ 

「あなたはわたしを愛するか」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA212.mp3  

ペテロは、イエス様の「あなたはこの人たちが愛する以上に、わたしを愛するか」

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA203.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA211.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/43YOHA212.mp3
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という問いに対して、彼なりに主を愛していると答えました。「わたしは三度も

あなたを知らないと言いました。それほどもろく、欠けだらけの愛なのです。で

も私があなたを愛する思いに偽りがないことをあなたはご存知です」。彼はそう

言いたかったのだと思います。２０節からは、ヨハネ福音書の特有の「主の愛し

ておられた弟子」、すなわち著者ヨハネがここにも登場してきます。ペテロが、

仲の良い弟子のヨハネを見て、彼はどうなるのかとイエス様に尋ねたのは、ペテ

ロの自然な気持ちです。しかし、イエス様がペテロの言葉を否定されたのは、他

にわずらわされることなく、個人的な関係が重要であることを教えたかったか

らです。キリスト教信仰で土台となるのは、神様と一対一の縦の交わりであると

強調しているのです。 

 

５月７日  今日の通読箇所 使徒行伝１：１～５ 

「使徒行伝とは」  

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO011.mp3  

使徒行伝の著者は、昔から、ルカによる福音書の著者ルカであると言われる。し

たがって使徒行伝は、ルカによる福音書の続編であり、時には、「第５福音書」

などとも呼ばれることがある。ある人は「新約聖書の中で、一番大切な書は使徒

行伝である」と言っている。特に、次の４つの点で重要な意義を持っている。第

一は、歴史におけるキリスト教会の成立展開について記している唯一の書であ

る。第二は、原始教会の成立、展開に当って、神様が用いた人々が、どのような

人々であり、どのようにそれを果たしたかを書き記している書である。第三は、

その中でも、最大の伝道者、また最初の神学者といわれるパウロの回心と伝道と

が、どのようになされたかを示す書である。第四は、かくして、エルサレムに始

まったキリストの教え、その福音が、どのようにして、世界的、普遍的宗教とし

て展開前進したかを示す書である、ということである。 

 

５月８日  今日の通読箇所 使徒行伝１：６～１４ 

「おなじ有様で、またおいでになる型」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO012.mp3  

場所はオリブ山、西にエルサレム神殿が間近に見える距離です。イエス様は復活

後、四十日の間ご自身を現し「聖霊があなたがたにくだる時…地のはてまで、わ

たしの証人となるであろう」と言い終ると、天に上げられ、お姿が見えなくなり

ました。白い衣を着たふたりの人は言いました「天に上げられたこのイエスは、

…同じ有様で、またおいでになるであろう」。「その日には彼の足が、東の方エ

ルサレムの前にあるオリブ山の上に立つ。そしてオリブ山は、非常に広い一つの

谷によって、東から西に二つに裂け、その山の半ばは北に、半ばは南に移り、わ

が山の谷はふさがれる。裂けた山の谷が、そのかたわらに接触するからである。

…あなたがたの神、主はこられる、もろもろの聖者と共にこられる」（ゼカリヤ

書 14章 4節 5節）。  

 

５月９日  今日の通読箇所 使徒行伝１：１５～２６ 

「主の復活の証人」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO011.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO012.mp3
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 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO013.mp3  

エルサレム市内の彼らが泊まっていた屋上の間には十一弟子、婦人たち、イエス

様の母マリヤ、兄弟たち、そして百二十名ほどの人々が心を合わせて、ひたすら

祈っていました。「聖霊があなたがたにくだる時…地のはてまで、わたしの証人

となるであろう」というイエス様のお言葉が心に響いていたでしょう。さて、主

の復活の証人として一人を選出することがみ心と判断しました。選出の条件は

「主イエスがわたしたちの間にゆききされた期間中、すなわち、ヨハネのバプテ

スマの時から始まって、わたしたちを離れて天に上げられた日に至るまで、始終

わたしたちと行動を共にした人たちのうち、だれかひとりが、わたしたちに加わ

って主の復活の証人にならねばならない」（21節、22節）。祈りのうちにくじ

によって選ばれたのは、マッテヤでした。      

 

５月１０日  今日の通読箇所 使徒行伝２：１～１３ 

「聖霊降臨日」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO021.mp3  

キリスト教会において、聖霊がくだったことを記念するペンテコステの祝いは、

クリスマスのようには祝われることが多くはありません。しかし、この聖霊がく

だったことによってキリスト教会が誕生したことを思う時、その重要さは測り

知れないものがある。イエス様は、十字架につけられて葬られ、三日目によみが

えられて、四十日の後昇天された。その昇天の直前、弟子たちに向かって「見よ、

わたしの父が約束されたものを、あなたがたに贈る。だから、上から力を授けら

れるまでは、あなたがたは都にとどまっていなさい」と命じられた。そこで弟子

たちは、主が命じられたとおりに、約束の聖霊を待ち望んで祈り会をしていた。

またイエス様を裏切った弟子のユダの代わりの使徒を補充して組織を整えた。

このように十分に態勢が整った時、昇天したイエス様の代わりに、助け主聖霊が

くだられたのである。 

 

５月１１日  今日の通読箇所 使徒行伝２：１４～２１ 

「ヨエルの預言の成就」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO022.mp3  

使徒たちが、五旬節の日（ペンテコステ）に、巡礼のためにきていた大勢の人々

に対して、生まれ故郷の国語で神様の力あるみわざについて語り出すと、人々は

二つの反応を示した。一方は、驚いて耳を傾けて聞き入り、もう一方は、「あの

人たちは新しい酒で酔っているのだ」とあざ笑ったのである。どちらにしても使

徒たちは、人々に福音を語る絶好のチャンスが与えられたので、代表してペテロ

が説教をした。ペテロは説教を始めるにあたって、まずあざ笑う人々に、自分た

ちの身に起こった出来事を説明し、「これは旧約時代の預言者ヨエルが預言して

いたこと」である、とはっきり語った。ヨエルは、メシヤの来臨とイスラエルの

信仰復興に関して語っているが、その信仰復興は、聖霊の注ぎによって起こるの

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO013.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO021.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO022.mp3
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だと言っている。 

 

５月１２日  今日の通読箇所 使徒行伝２：２２～３６ 

「イエスを、神はよみがえらせた」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO023.mp3  

ペテロは説教を続けます。そばには十一人の使徒たちが主の復活の証人として

立っています。ナザレで育ったイエス様は、数々の力あるわざ、奇跡をなさいま

した。神がイエス様をとおしてなさったのです。それによってイエス様が神から

つかわされた方であることを示したのです。十字架にかかって死なれましたが、

このイエス様を、神はよみがえらせました。ダビデが詩篇で預言していたとおり

に。「このイエスを、神はよみがえらせた。そして、わたしたちは皆その証人な

のである」（32節）。「それで、イエスは神の右に上げられ、父から約束の聖霊

を受けて、それをわたしたちに注がれたのである。このことは、あなたがたが現

に見聞きしているとおりである」（33 節）。イエス様の逮捕、十字架のとき、

逃げ怯えていた弟子たち、主を否んだペテロ、とは思えない姿でした。 

 

５月１３日  今日の通読箇所 使徒行伝２：３７～４７ 

「強く心を刺され」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO024.mp3  

「あなたがたは彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエス

を死の苦しみから解き放って、よみがえらせたのである」（2章 23,24節）。「あ

なたがたが十字架につけたこのイエスを、神は、主またキリストとしてお立てに

なったのである」（36 節）。イエス様は神様がおたてになった主、キリストで

あると聞き、イエス様の死と復活の証人であるペテロの言葉に人々は強く心を

刺され、罪の自覚が生じ問わずにいられませんでした。「わたしたちは、どうし

たらよいのでしょうか」（37節）。ペテロは悔い改めを勧め洗礼を勧めました。

人々はこれに従い続々と洗礼を受け、その日仲間に加わったのは驚くべきこと

に三千人ほどでした。ひたすら使徒たちの教えを守り、神をさんびし祈りと喜び

のうちに過ごし、主は日々救われる人々を加えてくださったのです。  

 

５月１４日  今日の通読箇所 使徒行伝３：１～１０ 

「美しの門での奇跡」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO031.mp3  

聖霊に満たされて説教したペテロを通して３千人の人々がバプテスマを受けま

した。そうした熱気の中で、続いて「ソロモンの廊」でペテロが説教をすると、

今度は５千人の人々がイエス様を信じたのです（使徒４章４節）。彼がこの説教

をするきっかけとなったのは、彼らがいつものように午後３時の時に宮に上ろ

うとしていた時、「美しの門」のところで、生まれながら足のきかない男性との

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO023.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO024.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO031.mp3
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出会いからです。ペテロもヨハネも、まさかこの男性との出会いが、その後に続

く不思議なわざ（彼が踊りあがって歩き出した事）と、あかしの奇跡（癒された

男性が、神を賛美しながらペテロたちと宮に入って行った事）、また神殿におけ

る説教、そして５千人ほどの男性が信じるという素晴らしい結果をもたらすと

は、夢にも思わなかったのではないでしょうか。ハレルヤ！ 

 

５月１５日  今日の通読箇所 使徒行伝３：１１～１６ 

「いやしの後のペテロの証言」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO032.mp3  

ペテロが生まれながらの足の不自由な男をいやした出来事は、宮に集まってい

た人々の間にセンセーションを巻き起こした。その様子が１１節に「人々は皆ひ

どく驚いて、『ソロモンの廊』と呼ばれる柱廊にいた彼らのところに駆け集まっ

てきた。」と記している。興奮した群衆は、ペテロに熱いまなざしをを向けたが、

多くの人々の関心の的は、この男が歩いたという「肉体のいやし」だった。それ

でペテロは、この人を歩かせたのは、自分の力や信心によるのではなく、栄光を

受けられたイエス様であることを語った。ところがユダヤ人は、このイエス様を

拒否し、殺してしまったのだが、神様はイエス様を死人の中から、甦らせた。ペ

テロたちはその証人であり、このイエス様を信じた時、その信仰によって、この

人は強められ、完全にいやされたのであると力強く説教したのである。 

 

５月１６日  今日の通読箇所 使徒行伝３：１７～２６ 

「悔い改めて本心に立ちかえりなさい」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO033.mp3  

ペテロは駆け集まってきた人々に次のように語りました。「あなたがたは知らず

にあのような事をしたのであり」（17 節）と。イエス様を十字架につけたこと

についてです。ペテロは寛容に語っています。続けて「だから、自分の罪をぬぐ

い去っていただくために、悔い改めて本心に立ちかえりなさい」（19 節）。昔

から預言されているとおり、やがてイエス様が再びこの地上においでになり「万

物の更新」のときがくるからです。モーセもサムエルもその後の預言者たちもみ

な語ってきました。すなわち神が「ひとりの預言者」（22 節）を立てておつか

わしになった、と。「その預言者の語る言葉にことごとく聞き従いなさい」（22

節）。「神がこの方をおつかわしになったのはあなたがたひとりびとりを、悪か

ら立ちかえらせて、祝福にあずからせるためなのである」（26 節）と。イエス

様が昔から預言されたキリストであることを示し悔い改めを強く勧めたのです。 

 

５月１７日  今日の通読箇所 使徒行伝４：１～１２ 

「この人による以外に救はない」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO041.mp3  

二章にあるようにこのときは、イスラエルの三大祭りである、七週の祭りである

五旬節で、旧約聖書の教えの通り礼拝がなされ聖会が開かれるということでエ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO032.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO033.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO041.mp3
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ルサレムの都は各地からの人々で溢れかえっていました。エルサレムの都は神

様によってなされたペテロたちの奇跡と証言とみ言葉の宣教によって、人々は

駆け集まり、信じる人々が起こされ、このときも男の人だけでも五千人に及びま

した。二章以降の一連の出来事は大勢の人々に衝撃とも言えるものだったでし

ょう。捕らえられたペテロが翌日、大祭司アンナスをはじめとする人々の前で語

った言葉です。この人がいやされたのは「あなたがたが十字架につけて殺したの

を、神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるの

である。…この人による以外に救はない。」（10節、12節）と。  

 

５月１８日  今日の通読箇所 使徒行伝４：１３～２２ 

「大胆な証言」  

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO042.mp3  

ペテロとヨハネは、ラビの学校で専門的な教育を受けたことがない「無学な、た

だの人」だった。この二人が大祭司をはじめ、役人、長老、律法学者たちという、

そうそうたる顔ぶれが集まるユダヤ義会において、臆する様子もなく自分たち

の身に起こったことを堂々と主張し、弁明をした。それ故、彼らは度肝を抜かれ

ただけでなく、いやされた人が二人と一緒に立っているのを見て、返す言葉もな

かった。そこでユダヤ議会の議員たちは、二人を議会から退場させてから互いに

協議し、使徒たちの主張や弁明に対する反論ではなく、今後、この名によって語

ってはならないと彼らを厳しく戒めるという苦肉の策を講じるしかなかった。

もちろん、彼らがこのような脅しに屈するはずはない。彼らは大胆に「神に聞き

従うよりも、あなたがたに聞き従う方が、神の前に正しいかどうか、判断しても

らいたい」と証言したのである。 

 

５月１９日  今日の通読箇所 使徒行伝４：２３～３１ 

「ペテロたちの報告と教会の祈り」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO043.mp3  

釈放されたペテロとヨハネは、自分たちのために祈り、とりなしてくれた仲間の

ところへ行き、祭司長たちや長老たちが言ったことを残らず報告した。報告を聞

いた人々は、神様が祈りに答えて、二人を釈放してくださったことを感謝すると

共に、これから先も迫害に屈することなく、大胆に神の言葉を語るために、聖霊

による力と勇気が神様から与えられるように祈ることの必要性を痛感した。彼

らは、神様を主と呼び、主は天地万物を造られた創造主であるという信仰の告白

をしている。また主は人間の歴史を支配しておられる統治者だとも述べている。

その具体的な例として、主はその当時から数えて約千年前に聖霊によってダビ

デの口を通して語られた詩篇第二篇二節の言葉を成就された。その後、彼らが祈

ると、その祈りは直ちに答えられ、大胆に神の言葉を語り出した。 

 

５月２０日  今日の通読箇所 使徒行伝４：３２～３７ 

「聖霊の恵みを受けて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO044.mp3  

聖霊に満たされた一同は、大胆に神の言葉を語りました。使徒たちは主イエス様

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO042.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO043.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO044.mp3
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の復活について非常に力強くあかししました。大きな恵みが注がれ、信じた人々

はいっさいを共有にし乏しい人はひとりもいなかったとあります。人々は地所

や家屋を売りその代金を使徒のもとに届けました。ささげものは人々の必要に

応じて誰にでも分け与えられました。ささげた人々の中にクプロ生まれのレビ

人でバルナバという人がいました。彼も所有地の畑を売り代金をささげたので

す。福祉制度が整っていなかった時代にこのような共有、互助が行われ、この様

子を見聞きした周りの人々は驚き不思議に思いつつも興味関心をいだいたこと

でしょう。聖霊の恵みを受け感謝と喜びのうちにささげた人々の様子は力強い

証として用いられたでしょう。 

 

５月２１日  今日の通読箇所 使徒行伝５：１～１１ 

「聖霊を欺く罪」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO051.mp3  

光が明るいほど影もはっきりします。バルナバは信仰によって喜びのうちに地

所の代金をささげました。アナニヤとサッピラ夫妻は資産を売ったのち共謀し

て代金をごまかし一部だけをささげました。８節、９節で、これが偽りのささげ

物だったとわかります。ペテロの「あの地所はこれこれの値段で売ったのか。そ

のとおりか」という質問にサッピラは「そうです。その値段です」と答えました。

人々の賞賛を得ようとしたのでしょう。ペテロは「売らずに残しておけば、あな

たのものであり、売ってしまっても、あなたの自由になったはずではないか。…

あなたは人を欺いたのではなくて、神を欺いたのだ」（４節）と、ささげること

は強制ではないこと、偽りのささげものは神を欺くことだと指摘しました。聖霊

のみわざが顕著なこの時代に聖霊を欺く罪に対する裁きも鮮明でした。罪の誘

惑は常にあります。主に寄り頼み祈りつつ歩ませていただきましょう。 

 

５月２２日  今日の通読箇所 使徒行伝５：１２～１６ 

「使徒たちの癒し」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO052.mp3  

この部分は、使徒行伝４章３５節に続くように見られ、３章の足の不自由な男の

癒しとも繋がっているように見られている。使徒たちは大勢の人々が集まるソ

ロモンの廊に進出して、毎日集会を持った。キリスト者以外の者は、信徒たちの

交わりの性格がはっきりわかってくると、誰ひとりその交わりに入ろうとはし

なかったが、民衆は彼らを尊敬し、一種の畏敬の念を持って見ていた。こうして

主を信じて仲間に加わる者、信仰を告白して教会のメンバーに加えられる者は、

その後男女を問わず、増加していった。使徒たちは、一般の信徒の方から大きな

信頼を受けていた。病に悩む者、汚れた霊に苦しめられている人たちが、彼らに

よって、階級を問わず、全部のものが癒された。人々が使徒ペテロに近づいてい

ったのは、ペテロ自身の癒しの力を得ようとしたのではなく、彼の背後にいます

十字架と復活による主の癒しの力を、ペテロの影を通して受けたかったという

ことであろう。        

 

５月２３日  今日の通読箇所 使徒行伝５：１７～３２ 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO051.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO052.mp3
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「人に従うよりは、神に従うべきである」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO053.mp3  

ユダヤ議会の議員たちは、使徒たちにイエスの名によって教えてはならないと

きびしく命じておいたにもかかわらず、彼らはエルサレム中にその教えを広め

てしまった。そこで、大祭司とサドカイ派の者はみな嫉妬の念に満たされて、使

徒たちを捕え、牢獄に入れてしまった。ところがその夜のうちに、主の使いが牢

の戸を開き、彼らを連れ出し、人々に「命の言葉」を語るように命じたのである。

一方、ユダヤ議会は議員たちを招集し、使徒たちを牢から引き出して、尋問しよ

うとしたのである。ところが牢獄は、もぬけの殻で使徒たちはいなかった。彼ら

は宮で人々に命の言葉を大胆に語っていたのである。大祭司たちは、ペテロたち

を連れてきて、議会の真ん中に立たせて尋問をした。これに答えて、ペテロと使

徒たちは、「人間に従うよりは、神に従うべきである」と答えたのである。 

 

５月２４日  今日の通読箇所 使徒行伝５：３３～４２ 

「あの人たちから手を引いて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO054.mp3  

激しい怒りのあまり使徒たちを殺そうとした人々を思いとどまらせたのはパリ

サイ人で律法学者のガマリエルでした。ガマリエルは使徒たちを一時議会の外

に出し、人々に二つの事例を示しました。二つとも勢いづいて盛んになったが自

滅したというものでした。ガマリエルは「あの人たちから手を引いて、そのなす

ままにしておきなさい。その企てや、しわざが、人間から出たものなら、自滅す

るだろう。しかし、もし神から出たものなら…諸君は神を敵にまわすことになる

かも知れない」（38、39 節）。彼はすべてをみ手に治める神を畏れこう言った

のです。使徒たちは聖霊に導かれキリストを伝え迫害に会うことを主の苦しみ

に与る光栄だと、喜びに満たされました。  

 

５月２５日  今日の通読箇所 使徒行伝６：１～７ 

「七人の人を立てて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO061.mp3  

「そのころ、弟子の数がふえてくるにつれて」（1節）様々な対応が必要となり

ました。外国に離散していたユダヤ人すなわちヘレニストがユダヤに帰国し主

を信じ教会に加えられました。彼らはギリシャ語を話すので母国語のヘブル語

に対応しきれず支障をきたしていました。やもめとは伴侶をなくした婦人です。

心細い立場の人々に日々の配給が滞ったのでした。これを発端に、実際的な対応

と助けのために使徒たちは七人の人を立て働きを委ねました。「兄弟たちよ、あ

なたがたの中から、御霊と知恵とに満ちた、評判のよい人たち七人を捜し出して

ほしい。その人たちにこの仕事をまかせ」（3節）、使徒たちは「もっぱら祈と

御言のご用に当ることにしよう」（4節）とあります。「こうして神の言は、ま

すますひろまり、エルサレムにおける弟子の数が、非常にふえていき、祭司たち

も多数、信仰を受けいれるようになった。」（7節）。主は使徒たちの対応を用

い主の働きは進展しました。 

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO053.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO054.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO061.mp3
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５月２６日  今日の通読箇所 使徒行伝６：８～１５ 

「信徒伝道」  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO062.mp3  

使徒行伝６章の前半には、教会の中に、「ギリシャ語を使うユダヤ人」からの苦

情が起こってきた時、７人の新しい役員が選ばれた。そのために使徒たちが「祈

りと御言の奉仕」に専念し、教会は本来の目的を遂行していく事ができ、いかに

進展していったかを記している。後半には、選ばれた７人の役員のうち最初に記

されているステパノがどのような伝道、証をしていったかについて記している。

８章には、もう一人の役員ピリポの伝道についても記している。つまり著者のル

カは使徒でない信徒の方々が、いかに聖霊に満たされて伝道していったか、とい

うことを伝えているのである。私たちはこの使徒行伝６章８節から８章までを

通して、クリスチャン一人一人が熱心に伝道していたことを教えられ、伝道する

ことは全てのクリスチャンの責任なのだということに気づかされる。 

 

５月２７日  今日の通読箇所 使徒行伝７：１～１６ 

「ステパノの説教、族長時代」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO071.mp3  

ステパノは、弁明する機会を大祭司から与えられると、説教学の教科書ともなる

ような名説教をした。ステパノは弁明を三つにわけて、それに対する論証をして

いる。それは神に逆らっているということと、モーセとその律法に逆らっている

ということと、聖所（神殿）を打ち壊すということである。そこでステパノはこ

の三点について論証している。まず、神がどういうお方であるかということにつ

いて、次に、モーセとその律法について、そして最後には、聖所（神殿）につい

てである。２節から１６節は、この三つの区分の中の第一の区分であって、イス

ラエルの歴史においては、族長たちについてのところである。ステパノは、まず

「神」はどういうお方であり、私たちはこのお方に対して、どのように従わなけ

ればならないかという論証である。それをアブラハムから始まる彼らの民族の

歴史を述べて弁明したのである。 

 

５月２８日  今日の通読箇所 使徒行伝７：１７～２９ 

「ほとばしり出た聖書の教え」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO072.mp3  

ステパノはめざましい奇跡としるしを行っていました。ステパノが知恵と御霊

とで語っていたので、彼と議論した人々は対抗できず人々をそそのかして「モー

セと神とを汚す言葉を吐くのを聞いた」（11 節）と言わせ告発しました。議会

に立たされたステパノの長い弁明が続きます。ステパノは「信仰と聖霊とに満ち

た人」（6章 5節）でした。糾弾のなかステパノの口からほとばしり出たのは聖

書の教えでした。アブラハム以来のイスラエルの歴史を、聖書の記述どおり語り

続けました。ステパノが信仰と聖霊に満たされていた理由のひとつは彼の心も

思いも聖書のみ言葉に満たされていたからでしょう。彼は神様を畏れ敬うこと

を知っていました。信仰が豊かに培われ、み言葉に従い聖霊に満たされ、彼によ

って主の御名が崇められたのです。 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO062.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO071.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO072.mp3
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５月２９日  今日の通読箇所 使徒行伝７：３０～４３ 

「生ける神の言葉と民の偶像礼拝」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO073.mp3  

神の召しに信仰によって応答したアブラハムからユダヤ人の歴史が始まること

は、どの立場のユダヤ人にも共通した考えで、ステパノはアブラハムから始めて

イスラエルの歴史を語りました。その歴史は、神が導いておられ神の約束の実現

であることを明示しました。神はモーセを召しエジプトからイスラエルを救い

出すためにお用いになりました。イスラエルが神の民として確立されるために、

神はシナイ山において「生ける神の言葉」（38 節）をお与えになりました。し

かし、彼らはエジプトの生活を慕いモーセがシナイ山にいる間、麓では「これは

あなたをエジプトの国から導きのぼったあなたの神である」（出エジプト記 32

章 4 節）と言って金の子牛を拝む驚くべき偶像礼拝を行い、さらに天体礼拝に

走りました。イスラエルの国が滅びる原因、偶像礼拝は荒野の時代にまで遡るの

です。神の最も恐ろしい裁きは、彼らのなすがままに放置なさることです。 

 

５月３０日  今日の通読箇所 使徒行伝７：４４～５３ 

「神殿への誤った理解と律法を守らない民」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO074.mp3  

神はイスラエルの民を神の民として確立するため、モーセをとおして神の言葉、

十戒を与え、さらに幕屋の建設を命じました。幕屋は折りたたみ式のテントでし

た。幕屋について「その所でわたしはあなたに会い、…イスラエルの人々のため

に、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。」（出エ

ジプト記 25章 22節）とあります。神がイスラエルに語ってくださる、民は神の

み声に聴き従う、これが神の民です。カナンに定住し、のちにダビデに神殿建設

の志が与えられましたが充分な建材を用意し息子ソロモンが竣工しました。し

かし次第に神殿があれば神の守りがあるという誤った平安に陥りました。神は

天地万物をお造りになった偉大な方ですから神殿にお住まいにはなりません。

神殿への誤った理解とともに、神が遣わした預言者を殺し「正しい方」キリスト

を殺すに至ったのは神の言葉である律法を守らなかった結果だと、ステパノは

指摘しました。 

 

５月３１日  今日の通読箇所 使徒行伝７：５４～６０ 

「ステパノの殉教」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO075.mp3  

ステパノはイスラエルの歴史に主なる神様が深くかかわっておられること、幕

屋、のちの神殿も、律法も神のみ旨のうちに与えられたこと、しかし、神のみ言

葉に逆らって歩んできたイスラエルの人々の姿を語り、しかも「正しい人」キリ

ストを死に至らせたと指摘しました。彼らはこれらの指摘に耐えられず、ステパ

ノさえも死に至らせました。「心のそこから激しく怒り…歯ぎしりをした」（54

節）とあるように人々は怒りをつのらせ、いっせいに殺到しステパノを市外に引

き出し石で打ちました。ステパノは聖霊に満たされ、彼らの激しい憤りを受けな

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO073.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO074.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO075.mp3
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がら、神の栄光のうちに立っておられる主のみ姿を仰ぎ見ていました。キリスト

の十字架上のとりなしの祈りと同様の祈りが彼の最後の言葉でした。人々とス

テパノの姿は闇と光のように対照的です。サウロという若者の足元に人々が上

着を置いた（58節）、この若者はのちに救われる使徒パウロでした。  


