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館林キリスト教会 

デボーションノート（2023 年） 
 

６月１日  今日の通読箇所 使徒行伝８：１～１３ 

「初代教会に対する最初の大迫害」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO081.mp3  

キリスト教会最初の殉教者ステパノの死を契機として、初代教会に対する大迫

害が起こって行きました。ステパノの神殿批判等は、ユダヤ教の伝統に対する破

壊的な挑戦と受け取られていきました。ですから、サウロ（のちのパウロ）はス

テパノを殺す場に立会い、彼を殺すことに賛成したのです。しかしサウロは、ス

テパノが語った説教や最後の祈りを聞いて、胸を刺される思いがしていたので

す。にもかかわらず、サウロは強情にも狂った者のように、クリスチャンたちを

迫害していきました。なぜなら、ユダヤ教によれば木にかけられた、すなわち十

字架に付けられ殺されたイエス様は神様に呪われるべき者であるはずだったの

です。そのイエス様を、神様が主とし、墓から甦らせたと宣べ伝えるクリスチャ

ンたちを赦しがたい連中だとサウロは考えていたのです。こうして初代教会へ

の最初の大迫害が始まったのです。 

 

６月２日  今日の通読箇所 使徒行伝８：１４～２５ 

「賜物は金で買えない」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO082.mp3  

政治家の贈収賄事件、保険金殺人事件、サラ金問題など金銭にかかわる問題は

昔からあとをたたない。ここでは、魔術師シモンが「わたしが手をおけばだれ

にでも聖霊が授けられるように、その力をわたしにも下さい」と使徒たちのと

ころへ金をもってきて頼んだことが記されている。当然のことながらペテロは

魔術師シモンを厳しく叱責し、「おまえの金は、おまえもろとも、うせてしま

え。神の賜物が、金で得られるなどと思っているのか」と言い、「悪事」を悔

い改めて主に祈るように勧めたのである。ペテロはこの「悪事」をしでかした

のは、単純な間違いからではなく、「おまえの心が神の前に正しくないからで

ある」と言っているのだ。エルサレム教会にもたらされた凄まじい迫害によっ

て、サマリヤ地方では、散らされた人々の宣教によって、大きな喜びがもたら

された。けれどもその中に、このような形でサタンも忍び込んできたのであ

る。 

 

６月３日  今日の通読箇所 使徒行伝８：２６～４０ 

「手びきをしてくれなければ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO083.mp3  

主のみ使はピリポをエルサレムから南西方面、ガザに至る道へ向かうように導

かれました。エチオピヤの女王カンダケの高官のエチオピヤ人が礼拝のために

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO081.mp3
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エルサレムにやって来た帰り道でした。彼は馬車に乗りながらイザヤ書を読ん

でいたのです。御霊に促されてピリポは馬車に駆け寄りました。「あなたは、

読んでいることが、おわかりですか」。高官は「だれかが、手びきをしてくれ

なければ、どうしてわかりましょう」とピリポを馬車に招きました。読んでい

たのは、イエス様の十字架の預言の箇所でした。羊が屠殺場に引き出されるよ

うに、イエス様は黙して十字架にかかって死なれました。ピリポは救い主イエ

ス様と十字架の死の意味を語りました。目の前の水場で洗礼を授けました。ピ

リポのような導き手がだれにでも必要です。ピリポは御霊によって導かれ従

い、高官は救われました。 

 

６月４日  今日の通読箇所 使徒行伝９：１～９ 

「なぜわたしを迫害するのか」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO091.mp3  

サウロはユダヤ名、のちのパウロはローマ市民としての名です。迫害下、主を

信じる人々はエルサレムをあとに逃げ延びて行きました。サウロは、脅迫と殺

害の息をはずませながら大祭司のもとへ行きダマスコの諸会堂宛ての手紙を求

めました。彼らをエルサレムに引いて来る権限を受けるためでした。ダマスコ

はエルサレムから２５０キロ以上北、シリヤの中心都市です。途中突然、天か

ら光がさしてサウロをめぐり照らし彼は倒れ「サウロ、サウロなぜわたしを迫

害するのか」「わたしは、あなたが迫害しているイエスである。」という声を

聞きました。主を信じる人々を迫害していましたが主を迫害するに等しいこと

だったのです。「とげのあるむちをければ、傷を負うだけである」（使徒行伝

26：14）という主の言葉もサウロの心に響いていました。主を迫害すればする

ほどサウロの傷が深くなるのです。彼は視力を失い何も口にせず、三日間主の

ことばを思い巡らし続けたのです 

 

６月５日  今日の通読箇所 使徒行伝９：１０～１９a 

「回心の援助者アナニヤ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO092.mp3  

サウロ（後のパウロ）は、ダマスコ途上で復活の主キリストとの決定的な出会

いを体験しました。彼はこのダマスコ途上での体験によって、霊的生命の出発

点は律法ではなく、キリストの十字架であることを知ったのです。ちょうど同

じ頃、主イエス様はもう一方で、ダマスコ在住の忠実なクリスチャンのアナニ

ヤという弟子に現れ、ご自分のみこころを示されていたのです。 

パウロがコロサイの教会に送った手紙の中に「自らは（キリスト）、そのから

だなる教会のかしらである」（コロサイ１章１８節）とあります。ですから救

われたクリスチャンが、ある人は足に、ある人は手に、ある人は口、と主のた

めに労しているのが教会の姿だといえます。教会にはいろいろな方がお出でに

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO091.mp3
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なります。そうした方々に対して、アナニヤのように回心へと導く働きに携わ

るのは尊いことです。 

 

６月６日  今日の通読箇所 使徒行伝９：１９b～３１ 

「初代教会の進展への気運」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO093.mp3  

サウロは回心後、何をしたのでしょうか。そのことが１９節から３０節に記さ

れています。彼は直ちに、諸会堂において回心の経験を語り、「このイエスこ

そ神の子であると説きはじめた」のです。この後、サウロはアラビヤの砂漠に

退き、瞑想、訓練のために三年間を過ごし、再びダマスコに戻ってきました。

エルサレムでのサウロの行動を知っているユダヤ人たちは、容易に、彼の回心

の真実性を信じませんでした。ステパノ殺害の首謀者サウロがそのように急変

するとは信じにくかったからです。しかし神様は、バルナバを用いて、サウロ

をクリスチャンの仲間に入れてくださったのです。こうして教会は、「ユダ

ヤ、ガリラヤ、サマリヤ全地方にわたって平安を保ち、基礎がかたまり、主を

おそれ聖霊にはげまされて歩み、次第に信徒の数を増して行った。」のです。 

 

６月７日  今日の通読箇所 使徒行伝９：３２～４２ 

「アイネヤとタビタ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO094.mp3  

ペテロは方々でイエス様を伝え、ルダにやってきました。ここは地中海沿岸の

ヨッパ（現在のテル・アビブ）から南東に２０キロほどの町です。ここで主は

ペテロをとおして、長く中風だったアイネヤをいやしてくださいました。多く

の人々が信仰を持ちました。サロンはギリシャ語読みで、ヘブル語ではシャロ

ン。この地方に広がるシャロンの平原に関わる言葉の町でしょうか。ヨッパに

住んでいたタビタ。これはアラム語名。ドルカスはギリシャ語名です。小さな

カモシカの意味だそうです。親切な働きと施しで多くの人たちから慕われてい

ました。彼女が亡くなりルダにいたペテロが呼ばれ、主はペテロをとおしてタ

ビタを生きかえらせてくださいました。多くの人々が主を信じました。ギリシ

ャ語名がたびたび出てきます。ギリシャ語圏の拡大によって福音が速やかに伝

播していったのも主の摂理でした。  

 

６月８日  今日の通読箇所 使徒行伝１０：１～１６ 

「百卒長コルネリオ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO101.mp3  

ペテロはヨッパに滞在していました。ヨッパから北へ４０キロあまり行った地

中海沿岸の町カイザリヤ。かつてヘロデ大王はローマ皇帝カイザル・アウグス

トの名にちなんでこの名をつけ大々的に改修工事をして港町、一大都市にしま

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO093.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO094.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO101.mp3
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した。政治的軍事的に重要な都市でパレスチナのローマ総督府となりました。

「イタリヤ隊」はローマ市民からなる補助部隊で紀元１世紀にシリヤに駐留し

ていたことが碑文で確認されているそうです。ローマ駐留部隊の百卒長コルネ

リオは「正しい人で、神を敬い、ユダヤの全国民に好感を持たれている」（22

節）人で施しと祈りをし、全家族とともに敬虔な信仰生活を送っていました。

幻でみ声を聞き、ペテロを招きました。一方ペテロは祈りのときに夢心地で、

三度も同じ光景を見ました。神様が異邦人への伝道の道を開こうとなさる重要

な場面でした。  

 

６月９日  今日の通読箇所 使徒行伝１０：１７～３３ 

「コルネリオの回心のいきさつ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO102.mp3  

ペテロがいま見た幻の意味を考えていると、神様はコルネリオからの使いを送

って、その意味を悟らせました。ペテロはこの時はっきりと、神様は、ユダヤ

人であろうと外国人であろうと、神のみもとに招いておられることを知ったの

です。あの人は汚れている、駄目な人間だなどと決めつけることは、神様の御

旨を知らない愚かな人間であるだけでなく、神様に逆らう結果となることを悟

ったのです。そこでペテロは、コルネリオとその家族の人たちに「神は、どん

な人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと、わたしにお示

しになりました。」（２８節）と言い、また「神は人をかたよりみないかた」

（３４節）であるとはっきり述べたのです。 

 

６月１０日  今日の通読箇所 使徒行伝１０：３４～４８ 

「コルネリオとその家族の受洗」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO103.mp3  

洗礼とは、イエス・キリストを信じた者がキリストのからだである教会に加わ

るため、キリストに対する信仰を目に見える形で表明する儀式です。使徒行伝

１０章３４節以下には、ペテロが異邦人であるコルネリオ及びその他の人々に

語った最初の福音の証と、説教が記されています。人間の克服しがたい罪の一

つは偏見です。そこでペテロは開口一番「神は人をかたよりみないかた」と語

り始めたのです。神様は何れの民族、いかなる人をも等しく愛されるお方で

す。ペテロはコルネリオと会う以前に、神様からの幻によってこのことを示さ

れていました。ペテロの説教がまだ終わらないうちに、異邦人に聖霊がくだ

り、彼らは異言を話し、神様をさんびしたのです。人々は異邦人たちに聖霊の

賜物が与えられたことを知って驚き、ペテロは彼らに洗礼を受けるように命じ

たのです。 

 

６月１１日  今日の通読箇所 使徒行伝１１：１～１８ 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO102.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO103.mp3


 

 1427 

「エルサレムにおいて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO111.mp3  

カイザリヤにおいてコルネリオと家族たちに聖霊が注がれ異邦人への伝道の門

が開かれたことが、使徒たちやユダヤの信仰者たちにも伝えられました。ペテ

ロがエルサレムにやって来た折、割礼を重んじる人々が質問しました。ペテロ

はいきさつを順序正しく説明しました。ヨッパで祈っていたときのこと、コル

ネリオが遣わした人々がカイザリヤからちょうどやって来たこと。このときペ

テロは「御霊がわたしに、ためらわずに彼らと共に行けと言ったので」（12

節）出かけて行ったこと、共に行った六人の兄弟たちも今、パウロと共にいま

した。コルネリオの家に入ると、御使が現れてペテロを招きなさいとつげた次

第を話してくれたこと、彼らにも聖霊がくだったこと。神のみわざが明らかに

され、「神は、異邦人にも…悔改めをお与えになったのだ」と人々は神をさん

びするに至ったのです。 

 

６月１２日  今日の通読箇所 使徒行伝１１：１９～３０ 

「アンテオケ教会の誕生の経緯」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO112.mp3  

「迫害、これは伝道をさかんにして行くための良薬である」と言った人がいま

す。確かに、ステパノのことで起こった物凄い迫害のために散らされて行った

人々が、みことばを宣べ伝えながら巡り歩いた結果、サマリヤ地方に福音が増

え広がり、救われる人々が起こされていきました。また、ピリポの伝道による

一人のエチオピア人高官の回心もありました。一方、カイザリヤにおいては、

使徒ペテロの伝道を通して、異邦人コルネリオとその家族が回心しました。そ

の結果、異邦人伝道は、このアンテオケの町において全くの新しい規模におけ

る集団的回心へと発展していきました。そして、アンテオケで救われた人々が

教会の有力なメンバーとして伝道と奉仕に励んでいったのです。この教会が、

異邦人の世界で最初のアンテオケ教会なのです。アンテオケ教会はわずかの間

に急成長しました。その祝福のカギは、宣教の情熱と愛のわざだと言えます。 

 

６月１３日  今日の通読箇所 使徒行伝１２：１～１９ 

「使徒ペテロの救出」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO121.mp3  

エルサレム教会は、使徒の中から初の殉教者を出し、その上今最高指導者であ

るペテロも投獄され、そのいのちは時間の問題という場面を迎えて、最大の危

機に瀕していました。しかし教会には強力な１つの方法が残されていました。

それは祈りです。５節に「教会では、彼のために熱心な祈りが神にささげられ

た」とあるとおりです。日本語の聖書にはありませんが、原文では「教会は」

の前に「しかし」という逆説の接続詞が使われています。ペテロは権力者に捕

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO111.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO112.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO121.mp3
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らえられて閉じ込められているので教会は手も足も出ません。普通なら、この

辺でもうダメだとあきらめてしまうところです。しかし教会には「祈り」とい

う武器が与えられ、使徒ペテロは彼らの祈りによって御使に救出されたので

す。 

 

６月１４日  今日の通読箇所 使徒行伝１２：２０～２５ 

「ヘロデの死」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO122.mp3  

ここに記されたヘロデは、イエス様がお生まれになった時代にユダヤを治めて

いたヘロデ王の孫で、ヘロデ・アグリッパ１世です。ツロもシドンも、フェニ

キヤ地方、地中海沿岸の港町です。漁業、貿易ともに盛んでした。北王国イス

ラエルをアハブ王が治めた時代がありました。シドンはアハブ王の妻イゼベル

の出身地です。ツロ、シドンに敵意をもつヘロデのもとを訪れ、代表たち一団

は取り入って和解を求めました。食料を依存していたからです。ヘロデの演説

に「これは神の声だ、人間の声ではない」（22節）と彼らが叫び続けるなか、

「たちまち、主の使が彼を打った。神に栄光を帰することをしなかったからで

ある。」（23節）とあります。絶大な権力を持った王は一瞬にして息絶え、牢

に捕われたペテロは真に全権威をお持ちの主なる神様に救出されたのです。  

 

６月１５日  今日の通読箇所 使徒行伝１３：１～１２ 

「聖霊の導き、アンテオケ教会からの派遣」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO131.mp3  

アンテオケ教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、

領主ヘロデの乳兄弟マナエン、サウロまたの名をパウロなど預言者や教師がい

ました。領主ヘロデとはヘロデ王の息子ヘロデ・アンテパスで、ガリラヤとヨ

ルダン川の東のペレヤの領主でした。一同、主に礼拝をささげ断食をしている

と「聖霊が『さあ、バルナバとサウロとを、わたしのために聖別して、彼らに

授けておいた仕事に当らせなさい』と告げた。」（2節）ので、聖霊に導かれ

て二人を宣教に出発させました。地中海沿岸の港セルキヤから出帆し西のクプ

ロ島に向かいました。バルナバの故郷でした。ひとりの人が救われようとする

とき、これを妨げようとする力も働きますが、聖霊のお働きのうちにセルギ

オ・パウロという人が救われました。彼は地方総督でした。賢明な人で福音に

興味を示し、パウロの奇跡を見て「主の教にすっかり驚き、そして信じた。」

（12節）のでした。 

 

６月１６日  今日の通読箇所 使徒行伝１３：１３～２５ 

「前進する宣教の働き」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO132.mp3  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO122.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO131.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO132.mp3
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クプロ島では素晴らしい伝道の成果を上げることができました。いよいよ第一

次伝道旅行の本拠地ともいうべき小アジアにきました。ここからはパウロがリ

－ダ－シップをとった様です。どんないきさつかわかりませんが、ヨハネ（マ

ルコによる福音書の著者マルコのことです）はここで退いてしまいました。

様々な困難を経てピシデヤのアンテオケにきたパウロは、まず礼拝を守るため

に会堂を捜しました。休んでも当然のパウロの状況でしたが彼の心はキリスト

への愛で燃えていました。奨励の言葉を述べるように依頼されたパウロが、歴

史をひもといて神の救いの御計画を述べています。ここで語られているメッセ

－ジの中心は「イエス・キリストによる罪のゆるし」です。この罪のゆるしの

福音は、いつの時代でも、どこの国でも、個人的に罪を告白しイエスキリスト

を救い主と信じている者へ与えられる、神の真実な愛の証にほかならないので

す。 

 

６月１７日  今日の通読箇所 使徒行伝１３：２６～４１ 

「救いの中心点」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO133.mp3  

イスラエルの歴史を回顧し、そこに示された神の恵みについて語ったパウロ

は、次に「救いの言葉」について語ります。この救いの言葉は、救い主イエ

ス・キリストに関することですが、そのイエス・キリストを、エルサレムに住

む人々やその指導者たちがどのように扱ったかということです。せっかく神様

がイスラエルに救い主をお送りになったのに、「エルサレムに住む人々やその

指導者たちは、イエスを認めずに」（２７節）、十字架にかけて殺してしま

い、墓に葬ったのです。「しかし、神はイエスを死人の中から、よみがえら

せ」（３０節）、それを目撃した証人も大勢いるのです。要するにここでは福

音の要約を語っているのです。さらにパウロは、これらすべてのことを、神様

が「約束された」こととして、詩篇２篇、イザヤ５５章、詩篇１６篇等を引用

しながら論証したのです。これらはイスラエルへの約束が、イエス様において

完成したことを示すものなのです。 

 

６月１８日  今日の通読箇所 使徒行伝１３：４２～５２ 

「異邦人たちに」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO134.mp3  

パウロとバルナバは、ピシデアのアンテオケで安息日に会堂に入り、パウロが

説教しました。「神は約束にしたがって、このダビデの子孫の中から救主イエ

スをイスラエルに送られた…」（13章 23節）。人々は次の安息日にも同じ話

をしてほしいとしきりに願い、集会が終わっても大勢のユダヤ人や信心深い改

宗者たちがついてきました。次の安息日には全市をあげて神の言を聞きに集ま

ってきました。ねたましく思ったユダヤ人たちに「神の言は、まず、あなたが

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO133.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO134.mp3
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たに語り伝えられなければならなかった。しかし、あなたがたはそれを退け、

自分自身を永遠の命にふさわしからぬ者にしてしまったから、さあ、わたした

ちはこれから方向をかえて、異邦人たちの方に行くのだ。」（46節）と語り、

ふたりを迫害した人々をあとに、イコニオムに向かいました。主を受け入れた

弟子たちは喜びと聖霊に満たされていました。 

 

６月１９日  今日の通読箇所 使徒行伝１４：１～１８ 

「イコニオムで、ルステラで」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO141.mp3  

パウロとバルナバは、イコニオムでも会堂で語り、ユダヤ人やギリシャ人が大

勢信じました。長い期間ここで大胆に主のことを語りました。信じなかったユ

ダヤ人たちの側につく人々とのあいだで町は二派に別れるほど影響が広がり、

反対派に石で打たれそうになったふたりは、ルカオニヤの町々、ルステラ、デ

ルベなど周辺の町々に逃れながら福音を伝えました。４０キロほど南のルステ

ラでは、生まれながら足のきかない人がパウロの言葉を聞いていました。「パ

ウロは彼をじっと見て、いやされるほどの信仰が彼にあるのを認め」（9

節）、パウロの言葉とともに彼は立ち上がり躍り上がって歩き出したのです。

人々はふたりを、ギリシャの神々、ゼウスとヘルメスと呼び、ゼウス神殿の祭

司がふたりに犠牲をささげようと雄牛数頭と花輪を持って来る事態になりまし

た。ふたりは驚き叫んで、天地を造られた真の神様について語り、犠牲をささ

げるのを思いとどまらせたのです。   

 

６月２０日  今日の通読箇所 使徒行伝１４：１９～２８ 

「神が彼らと共にいて」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO142.mp3  

今日は、第一次伝道旅行の終わりの部分です。つまり、パウロとバルナバがシ

リヤのアンテオケ教会から神の祝福を受けて送り出され、クプロ島に渡り、小

アジア、今日のトルコに渡って、その内陸部のいくつかの町々で伝道活動をし

た後、出発地に戻って来たという締めくくりの部分です。小アジアに渡ってか

ら伝道された町は、ピシデヤのアンテオケ、イコニオム、ルステラ、デルベで

す。最後のデルベの町からシリヤのアンテオケに帰るには、陸路で山を越え、

東へ向かった方がずっと近いことがわかります。またその道の途中には、パウ

ロの故郷であるキリキヤ州のタルソの町があります。ところが、パウロたち

は、来た道を引き返して、ルステラ、イコニオム、ピシデヤのアンテオケの諸

教会を訪ねて、彼らの心を力づけ、励ましていったのです。その後、ペルガに

出て、アタリヤの港からアンテオケに帰って行きました。 

 

６月２１日  今日の通読箇所 使徒行伝１５：１～１１ 

「エルサレム会議」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO141.mp3
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 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO151.mp3  

使徒行伝１５章は、全体の分水嶺にあたる所です。このあたりからエルサレム

教会の記事は薄らぎ、アンテオケの教会が中心となり、キリスト教は、ユダヤ

世界から、次第に、ギリシャ、ローマ世界にその中心を移行していく姿が見ら

れます。この章で重要な出来事は、エルサレム会議と呼ばれる教会会議が開か

れたことです。これは四世紀以後に開かれた世界教会会議の発端をなすもので

す。この会議の中心主題は、異邦人もユダヤ人と等しく、ただイエス・キリス

トを救い主と信じるだけで救われるかどうかという問題です。それはユダヤ人

クリスチャンの中には、異邦人もユダヤ人と等しく、旧約における律法を守

り、割礼を受けなければ救われないと主張する人がいたからです。そして、こ

の問題はキリスト教がユダヤ民族の宗教の一派として進むか、世界的宗教とし

て進むかの分岐点をなす重要な問題だったのです。 

 

６月２２日  今日の通読箇所 使徒行伝１５：１２～２９ 

「ユダヤ人も異邦人も信仰による救い」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO152.mp3  

ユダヤ人以外の人々もモーセの律法に従って割礼を受けなければ救われない、

という主張に激しい論争があり、ペテロの言葉に続き、パウロとバルナバは第

一回伝道旅行で異邦人に神様が行われた数々のしるしと奇跡を語りました。続

いてヤコブが「…わたしの名を唱えているすべての異邦人も、主を尋ね求める

ようになるためである。」（17節）という神様のご計画を示し「異邦人の中から

神に帰依している人たちに、わずらいをかけてはいけない。」（19節）と語りま

した。会議の結論が出ました。聖霊の導きのうちに決議したこと、律法の行い

によるのではなく神の恵みによりキリストを信じる信仰によって救われるこ

と、救いにおいてユダヤ人と異邦人の区別はないことを明確に確認する決議で

した。ユダヤ人には古い掟からの解放、異邦人には区別のない救い、双方にと

ってすばらしい教え、福音の確認でした。この結論をパウロ、バルナバ、代表

者に託し、異邦人が多いアンテオケ教会に遣わし、諸教会にも知らせることに

したのです。 

 

６月２３日  今日の通読箇所 使徒行伝１５：３０～４１ 

「二方面の福音宣教へ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO153.mp3  

エルサレム教会から遣わされた四名は北上しアンテオケ教会に着くと書面を渡

し決議を伝えました。「人々はそれを読んで、その勧めの言葉をよろこん

だ。」のです（31節）。預言者だったユダとシラスは、語るべき言葉を神から

与えられ伝える、という賜物を用いて彼らを力づけました。さて、パウロは前

回福音宣教した地方を再訪して兄弟たちに会い信仰を励ますため、再び伝道の

旅に出発したいと、バルナバに告げますと、バルナバは、いとこのマルコを前

回同様連れて行くつもりでした。パウロは、前回途中で帰ってしまったマルコ

を今回は連れて行かないと、激論が起こり、結局バルナバはマルコを伴ってク

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO151.mp3
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プロ島の伝道へ、パウロはシラスと共にシリヤ、キリキヤという前回の方面へ

陸路で出かけることになりアンテオケ教会の人々の祈りのうちに送り出されま

した。 

 

６月２４日  今日の通読箇所 使徒行伝１６：１～１０ 

「二つの発見」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO161.mp3  

１６章の前半の記事で、パウロは二つの発見をしている。一つは有力な協力者

テモテを見出したことであり、もう一つは新天地ヨーロッパの宣教地ピリピに

渡ったことである。さきに、パウロの第一次伝道旅行に際し、小アジアのルス

テラにおいて救われた人々の中に、青年テモテの一家があった。父はギリシャ

人であったが、祖母ロイス、母ユニケは敬虔な信者であって、一家こぞってイ

エス様を救い主と信じたのである。パウロは、マルコに代わる協力者としてシ

ラスと共にこのテモテに目を留め、その地方のユダヤ人につまずきを与えない

ためにテモテに割礼を施した。小アジアの伝道は、聖霊に禁じられて進展しな

かった。そんな時、パウロは夢を見た。マケドニヤ人が立って、「マケドニヤ

に渡ってきて、わたしたちを助けて下さい」という懇願の夢だった。まさにヨ

ーロッパ伝道への招きであった。そしてパウロは、この幻（ビジョン）こそ、

聖霊様による導きであると確信したのである。 

 

６月２５日  今日の通読箇所 使徒行伝１６：１１～１５ 

「ルデヤと家族の救い」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO162.mp3  

使徒行伝の著者ルカは、１６章１１節以降で、ヨーロッパ伝道の端緒を開いた

「ピリピ伝道」において、特に回心した三人のことを述べている。パウロ一行

が最初に訪れた所は、マケドニヤのこの地方第一の町で、その当時の世界を治

めていた強大なローマ帝国の殖民都市であったピリピある。パウロは全世界を

福音で満たすために、当時の世界の中心地であったローマを念頭に伝道の戦略

を立てていた。ともあれパウロの一行は、いつもしているように安息日にユダ

ヤ人の会堂にいこうとした。しかしピリピの町には会堂がなかった。ユダヤ人

は、会堂のない町においては、川のほとりなどに祈り場をもうけていた。パウ

ロは祈り場があると思われるところに出かけ、集まっていた小数の婦人たちに

聖書のお話をした。すると、テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデヤとい

う婦人とその家族が信じて洗礼を受けたのである。 

 

６月２６日  今日の通読箇所 使徒行伝１６：１６～４０ 

「あなたもあなたの家族も救われます」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO163.mp3  

パウロとシラスは小アジア、今のトルコの地方からヨーロッパ大陸へと福音宣

教の旅を進めました。これは聖霊の導きによりました。マケドニア地方のピリ

ピにおいて、占いの霊につかれ奴隷のように使われていた女の人を癒すと正気

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO161.mp3
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に戻り、商売ができなくなった主人たちは、パウロたちを捕え、役人に引き渡

すため広場に引きずっていきました。鞭打たれ投獄され足かせをかけられたふ

たりは牢獄で神に祈り賛美を歌い続けました。真夜中ごろ大地震が起こり扉は

開き囚人の鎖も解けてしまいました。囚人を逃がしたら獄吏の命はありませ

ん。自害しかけた彼に、パウロは自害してはいけない、皆ここにいる、と告げ

ました。獄吏は「先生がた、わたしは救われるために、何をすべきでしょう

か」と尋ねるとふたりが「主イエスを信じなさい。そうしたら、あなたもあな

たの家族も救われます」（31節）と告げ、家族一同に神の言を語りました。そ

の晩彼も家族も共に救われ洗礼を受けました。 

 

６月２７日  今日の通読箇所 使徒行伝１７：１～９ 

「天下をかき回してきたこの人たち」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO171.mp3  

パウロたちは、徒歩でピリピから南西へ５３キロのアムピポリスを通り、南西

へ４５キロのアポロニヤ、さらに西へ６０キロ行きテサロニケに到着しまし

た。この道はエグナテイア街道で、バルカン半島を横断してエーゲ海とアドリ

ア海を結びローマの軍隊が迅速に移動するための主要道路でした。商業、旅行

者にとっても盛んに利用されましたが、主の摂理のうちにパウロたちは福音を

携えて旅をしました。ユダヤ人の会堂で三つの安息日にわたり、聖書に基づい

て語り、論証し、「キリストは必ず苦 

難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また『わたしがあなたが

たに伝えているこのイエスこそは、キリストである』とのことを、説明もし論

証もした。」（3節）結果、多数の人々が従いましたが、ここでもユダヤ人た

ちは「天下をかき回してきたこの人たち」（6節）と言って訴えたのです。 

 

６月２８日  今日の通読箇所 使徒行伝１７：１０～１５ 

「ベレヤ伝道」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO172.mp3  

テサロニケ伝道は、多くの信心深いギリシャ人や貴婦人たちが与えられた反

面、迫害も激しくありました。そのためパウロとシラスたちは、兄弟たちの助

けにより、夜の内にベレヤに行かざるを得ませんでした。ここベレヤは、ピリ

ピからアムピポリス、アポロニヤ、テサロニケを通っているエグナチア街道か

ら南にそれて、アテネに下る道沿いにあります。ベレヤはテサロニケから８０

キロ西にあった活気のある町で、ユダヤ人も大勢住んでいました。ここにも会

堂があったので、二人はベレヤに到着すると、すぐさま会堂に入り、いつもの

ように「聖書に基づいて」イエスがキリストであることを説き明かしました。

すると、ベレヤのユダヤ人たちの福音に対する反応は、テサロニケのユダヤ人

たちより「素直で」心から教えを受け入れたのです。 

 

６月２９日  今日の通読箇所 使徒行伝１７：１６～３４ 

「アテネ伝道」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO171.mp3
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 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO173.mp3  

ベレヤ伝道の思わぬ妨害から、パウロはベレヤのクリスチャンに案内されて、

アテネにやって来ました。パウロは、シラスやテモテが来るのを待っている

間、アテネ市内を見物しておりました。アテネの栄華はすでに昔の面影はな

く、政治上、商業上の中心もコリントに移っていたのです。しかし、文化的に

はアテネの栄光はまだ地に落ちておらず、やはり文化創造の担い手としての地

位を保っていました。文化というものは、まことの神を拒む作用をすることが

多く、アテネも例外ではなく、この文化の果ては、氾濫する偶像でした。パウ

ロは観光客ではなく、伝道者でした。パウロは「市内に偶像がおびただしくあ

るのを見て、心に憤りを感じ」ました。そこには、人間の文化と称する不敬虔

で罪深い姿を見たのです。人間の罪深さへの心からの憤りは、彼を伝道へと駆

り立てずにはおきませんでした。 

 

６月３０日  今日の通読箇所 使徒行伝１８：１～１７ 

「恐れるな、語り続けよ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO181.mp3  

パウロはアテネから西に約７０キロのコリントへ向かい、生活のため天幕造り

の同業者アクラの家で働きました。アクラの出身地は黒海の南のポントで、

今、この夫妻はクラウデオ帝のユダヤ人迫害でイタリヤから逃れて来ていまし

た。この追放令は紀元４９年か５０年のことだそうです。パウロは安息日ごと

に会堂で「イエスがキリストであること」を伝えましたが、ユダヤ人たちは律

法に背く教えだと反抗しました。パウロは、ユダヤ人には責任を果たした、異

邦人の方に行く、と宣言しました。困難の中で信じる人々が与えられ、幻のう

ちに主は「恐れるな、語り続けよ、…」（９節）と語られ、パウロは１年６ケ

月の間、神の言葉を教え続けました。ユダヤ人の訴訟に、アカヤ総督のガイオ

はユダヤ人内部の事だ、と閉廷しました。この結果支障なく、ローマ帝国内で

福音宣教の門戸が開かれ続けることになりました。 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO173.mp3
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