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館林キリスト教会 

デボーションノート（2023 年） 

 

７月１日  今日の通読箇所 使徒行伝１８：１８～２８ 

「イエスがキリストであることを」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO182.mp3  

パウロはコリントを去りシリヤへ向け出帆しました。プリスキラとアクラも同

行しました。途中エペソの会堂でユダヤ人たちに語り、カイザリヤに上陸し、

エルサレム、アンテオケに戻りました。約３年に及ぶ伝道旅行が終わりまし

た。23節以降には第３回伝道旅行の始まりが記されています。エペソに雄弁な

ユダヤ人アポロがやって来て会堂で大胆にイエス様について語りました。エペ

ソに留まっていてこれを聞いたプリスキラとアクラは親切に招き入れ、神の

道、信仰について語りました。アポロは、ヨハネのバプテスマしか知らなかっ

たのです。主イエス様の御名による洗礼や聖霊について知らなかったようで

す。プリスキラとアクラによって正しい教えを受けることができアポロはアカ

ヤに渡り「イエスがキリストであること」を聖書に基づいて語り続けました。

兄弟たちは親切にアポロのために手紙を書き送りました。 

 

７月２日  今日の通読箇所 使徒行伝１９：１～７ 

「エペソ伝道」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO191.mp3  

第二次伝道旅行の帰途、パウロはエペソに立ち寄った時、人々から留まって教え

てくれるように求められながら、それが神のみこころではありませんでしたの

で、立ち去りました。しかし、第三次伝道旅行では、最重要拠点としてエペソに

滞在することになりました。エペソ伝道は、ただ第三次伝道旅行中最大の伝道だ

っただけではなく、使徒行伝の書き方からすると、パウロの最後の異邦人伝道に

なっています。それで２０章には、わざわざエペソ教会長老たちとのお別れ説教

まで記されていますので、パウロ伝道の総まとめなのです。アテネは文化遺産で

食いつないでいた町でした。コリントは、商業で富み栄えている都でした。それ

に対して、エペソは、世界の七不思議の一つに数えられるアルテミス女神の神殿

で有名な、宗教の総本山の町です。ここでパウロは腰を据えて３年間伝道するの

です。 

 

７月３日  今日の通読箇所 使徒行伝１９：８～２０ 

「エペソ教会の驚くべき進展の秘訣」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO192.mp3  

ここには、エペソの町での福音の急速な進展の模様が記録されています。わずか、

２年３ケ月間の伝道によって、「アジヤ（州）に住んでいる者は、ユダヤ人もギ

リシャ人も皆、主の言葉を聞いた」（１０節）のです。多分この時、アジヤにあ

る諸教会、コロサイ教会やラオデキヤ教会やヒエラポリス教会などが誕生した

のだと思います。また黙示録にある「エペソ、ラオデキヤを含むアジヤにある七

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO182.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO191.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO192.mp3
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つの教会」も、この時に芽生えたに違いありません。このような出来事は、特に

日本に福音が伝えられて１５０年余の歴史を数えながら現況と照らし合わせて

考える時、驚かされずにはいられません。どうして２年間の間に、これほど主の

言葉は広がったのでしょうか。このエペソ教会の驚くべき進展の秘訣はどこに

あったのかを学んで、私たちが今も生きて働いておられる同じ主に信頼し、さら

に期待をもって歩んでいきたいと思います。 

 

７月４日  今日の通読箇所 使徒行伝１９：２１～４１ 

「アルテミス神殿の町エペソ」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO193.mp3  

アンテオケからエペソまで陸路でおよそ１０００キロ。パウロはさらにヨーロ

ッパ大陸のマケドニヤ、アカヤを訪れてのち、エルサレムへ行こうと決心しまし

た。これらの地方は前回伝道した地方で、パウロは心にかけていたことでしょう。

エルサレムへ行くことは聖霊の導きと確信していました。さらに大都市ローマ

での福音宣教はパウロの念願でした。エペソのアルテミス神殿のお膝元で、この

偶像礼拝に関する商売を手がけていた人々が中心になって、商売の邪魔だとパ

ウロたちを槍玉に挙げました。「あのパウロが、手で造られたものは神様ではな

いなどと言って、…アジヤ全体にわたって、…誤らせた。…」（26 節）と。群衆

も巻き込んで町中が大混乱に陥りました。最後に市の書記役が、必要なら正式な

裁判などに訴えるように、これ以上混乱を続ければ治安を乱す罪に問われる、と

言い含め群衆を解散させました。 

 

７月５日  今日の通読箇所 使徒行伝２０：１～１２ 

「トロアスで週の初めの日」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO201.mp3  

エペソでの大騒動のあと、パウロは、マケドニヤをめぐり、ギリシャに着きコリ

ントの町で三ヶ月過ごしました。この時ローマ人への手紙を書き「しかし今の場

合、聖徒たちに仕えるために、わたしはエルサレムに行こうとしている。なぜな

ら、マケドニヤとアカヤとの人々は、エルサレムにおる聖徒の中の貧しい人々を

援助することに賛成したからである。」（ローマ人への手紙15：25、26）と、エ

ルサレム教会に献金を届ける予定でした。冬が過ぎ航海が可能になりシリヤへ

船出する矢先ユダヤ人の陰謀のためマケドニヤを経由してピリピから船でトロ

アスに向かいました。「わたしたち」とあるようにルカも同行しています（5節）。

聖餐式に集まり、翌日出発のため夜中まで話が続きました。若者ユテコは眠気が

さし三階の窓から落下し死んでしまいました。医者ルカが確認しています。パウ

ロは身をかがめ抱き上げ「騒ぐことはない。まだ命がある。」（10節）、そのと

おり生きかえり人々は慰められました。 

 

７月６日  今日の通読箇所 使徒行伝２０：１３～３８ 

「パウロの告別説教」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO202.mp3  

この２０章を見ると、パウロはいよいよ、その生涯の終わりの部分に入っていく

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO193.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO201.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO202.mp3
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ことがわかります。１３節からは、ミレトまでの航海の様子が１７節までかなり

丁寧に書かれています。これはルカがコリントには同行していなかったのに対

して、このトロアスからミレトまでのコースには同行していたからでしょう。そ

れに、問題の解決したコリント教会のことは、それほど詳しく書かれていません。

それよりも、ルカにとっての最大の関心事は、パウロのミレトでの告別説教にあ

ったようです。ここでなされた説教は、ミレトにエペソ教会の長老たちを呼び寄

せ、彼らの教会に慰めと励ましを語ります。これは、パウロがクリスチャン相手

に語った説教の唯一の記録として、貴重なものです。しかもこの告別説教こそは、

ただ単にエペソ教会の長老たちに対するものであるばかりか、彼の牧会の真髄

ともいうべきものが余すところなく語り尽くされているのです。 

 

７月７日  今日の通読箇所 使徒行伝２１：１～１６ 

「エルサレムへの旅」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO211.mp3  

パウロの一行はエルサレムへ向けて出帆したが、その途中のツロに上陸する。ツ

ロには、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人たちがいた（使

徒11章19節）。そこで彼らは弟子たちを見つけ出し、そこに７日間滞在した。こ

こにも弟子たちを訪問する牧会者パウロの姿を見ることが出来る。一行がツロ

に滞在した期間はわずかだったが、滞在期間が終わって、エルサレムへ向かう時

には、弟子たちは妻や子どもも一緒に町はずれまで彼らを見送り、共に海岸にひ

ざまずいて祈ったのである。それほど「信仰の交わりが生きて働く」ものとなっ

ていた。預言の賜物をもつ弟子の一人や預言者アガボは、パウロのことを心配し

て、人間的な思いから、パウロがエルサレムに行かないように勧めた。しかしパ

ウロは、はっきりした御霊の示しを受けていたので、主の目的を遂行するために

エルサレムへと進んでいった。 

 

７月８日  今日の通読箇所 使徒行伝２１：１７～４０ 

「ユダヤ人には、ユダヤ人のように」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO212.mp3  

「ユダヤ人には、ユダヤ人のようになった。ユダヤ人を得るためである。律法の

下にある人には、わたし自身は律法の下にはないが、律法の下にある者のように

なった。律法の下にある人を得るためである。」（コリント第一 9：20）。聖霊

の示しのうちにエルサレム行きは緊迫し、パウロは主に従いとおす決心でした。

エルサレム教会の人々は喜び迎えパウロの伝道報告を聞き主を崇めました。ユ

ダヤ人で信仰を持った人々が数万人にも及ぶこと、彼らはなお律法に熱心であ

ること、異邦人のあいだでのパウロの教えの様子を耳にして、長老たちはユダヤ

人の信仰者への配慮として、律法を大切にしていることを示すようパウロに提

案しました。パウロは承諾し七日間神殿できよめの期間を過ごし、その費用も引

き受けたのです。アジヤから来たユダヤ人の誤解でパウロが神殿を汚した、と騒

動になりパウロは殺されかけましたが、ローマ軍の千卒長が指揮し、兵卒にかつ

がれて救い出されました。  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO211.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO212.mp3
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７月９日  今日の通読箇所 使徒行伝２２：１～２９ 

「パウロのあかし」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO221.mp3  

パウロは同胞ユダヤ人にヘブル語で語りかけました。パウロ自身についてこう

語りました。ガマリエル門下の律法に忠実熱心な、厳しい薫陶を受けた者で、同

胞ユダヤ人のように神に熱心な者であったこと、主を信じる人々を迫害し投獄

し死に至らせたこと、ダマスコ途上でイエス様のみ声を聞いたこと、強い光で目

が見えなくなったこと、アナニヤによって目が開かれ、信じてバプテスマを受け

たこと、異邦の民へつかわすと主のみ声を聞いたこと、などです。パウロの心は

震えるようだったでしょう。知らなかったとはいえ自分の罪深さ、主の確かな導

き、主の十字架の愛、そしてかつての自分のように神を求め律法に熱心な同胞ユ

ダヤ人たちへの愛（ローマ人への手紙 10：1～4）。しかし、このときもユダヤ

人たちはパウロに反発し、千卒長がパウロを保護しなければならないほどでし

た。パウロが生まれながらのローマ市民だったことも神様の尊い恵み、ご配慮で

した。 

 

７月１０日  今日の通読箇所 使徒行伝２２：３０～２３：１１ 

「議会でのパウロの弁明」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO222.mp3  

パウロは、民衆の前で弁明する機会を与えられたのに続いて、次は議会において

弁明することになりました。千卒長は、ローマの市民権を持つパウロの処置につ

いてひとかたならず苦慮していました。彼の関心事はエルサレムの治安を守る

ことであって、ユダヤ人の宗教論争には興味がありませんでした。しかし治安を

守るためにも、パウロに対するユダヤ人指導者の言い分を聞く必要がありまし

た。そこで彼は祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロの鎖を解いて彼らの前

に立たせたのです。議長は大祭司で､７０人の議員から成り立っており、大祭司

側につくサドカイ派の多数党と、律法学者たちの大半が所属するパリサイ派の

強力な少数党とに勢力は二分されていました。こうしてパウロは、ユダヤ議会の

真ん中に立って、議員たちの前で堂々と自分の生き様を証したのです。 

 

７月１１日  今日の通読箇所 使徒行伝２３：１２～３５ 

「パウロに対する陰謀」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO23.mp3  

エルサレムでパウロを殺そうとしたユダヤ人の一部は、町の広場でもパウロを

ひどい目に遭わせる事ができませんでした。そこで、大祭司まで動かしてユダヤ

議会で死刑にしようとしたのに、これも失敗してしまいました。しかし彼らは、

それでも諦めることなく、執拗に次の陰謀をねり始めたのです。この陰謀を企て

た者たちは、熱狂的でパウロを暗殺するまでは断食を続ける覚悟でした。しかし、

その陰謀はパウロの甥によって密告され、千卒長はパウロ一人の護衛のために、

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO221.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO222.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO23.mp3
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慎重に十分な備えをしました。こうしてパウロはカイザリヤに護送されたので

す。やがて、主は牢獄でパウロに「しっかりせよ。あなたは、エルサレムでわた

しのことをあかししたように、ローマでもあかししなくてはならない」と語られ

たとおりに、ローマまでの道を切り開いてくださるのです。 

 

７月１２日  今日の通読箇所 使徒行伝２４：１～２７ 

「二年間の監禁」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO24.mp3  

大祭司アナニヤはカイザリヤに出かけパウロを訴えました。弁護人テルトロが

論告し、パウロが答弁しました。「わたしたちの先祖の神に仕え、律法の教える

ところ、また預言者の書に書いてあることを、ことごとく信じ…」（14 節）。

総督は裁判を延期し、百卒長に、パウロを監禁するように、しかし、寛大に取り

扱い友人たちが世話をするのを止めないようにと命じました。ペリクスはユダ

ヤ人の妻ドルシラを伴い、パウロを呼び出して話を聞きました。彼は不安を感じ

ましたが、心を閉ざし主を求めることをしませんでした。ペリクスはユダヤ人の

歓心を買おうと、二年もの間パウロを監禁したままにしポルキオ・フェストが就

任するまで続きました。パウロにとって先が見えないときでしたが、およそ二十

年にもおよぶ迫害と隣り合わせの伝道のあとゆっくりした時間が与えられたの

でした。 

 

７月１３日  今日の通読箇所 使徒行伝２５：１～１２ 

「カイザルに上訴」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO251.mp3  

「これらの事があった後、パウロは御霊に感じて、マケドニヤ、アカヤをとおっ

て、エルサレムへ行く決心をした。そして言った、『わたしは、そこに行ったの

ち、ぜひローマをも見なければならない』」。（使徒行伝 19：21）。ローマでの

福音宣教は主の導きと確信し、パウロの念願でした。フェストは就任とともにエ

ルサレムに行き、その際ユダヤ人たちはパウロをエルサレムに呼び出すよう願

いました。途中で殺すつもりだったのです。フェストは監禁先のカイザリヤで訴

えるように促し、彼らはカイザリヤに向かいました。翌日出廷したパウロに、フ

ェストはエルサレムで裁判を受けるか問いましたが、パウロは「…わたしはカイ

ザルに上訴します。」（11 節）。フェストは「おまえはカイザルに上訴を申し

出た。カイザルのところに行くがよい。」（12 節）。ローマ行きが決まりまし

た。判決を控えた囚人として。 

 

７月１４日  今日の通読箇所 使徒行伝２５：１３～２７ 

「アグリッパ王の訪問」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO252.mp3  

ペリクスの後任としてポルキオ・フェストがユダヤの総督に着任しました。彼は、

祭司長たちやユダヤ人の指導者たちからエルサレムでパウロの裁判を開くよう

に要請されると、彼らにカイザリヤで裁判することが順当であることを告げて

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO24.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO251.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO252.mp3


 

 1428 

カイザリヤに戻ってきました。そしてカイザリヤに戻るとすぐ法廷を開き、エル

サレムから来たユダヤ人たちの主張とパウロの弁明を聞いたのです。パウロは

弁明の中で、ローマ皇帝カイザルに上訴しましたので、裁判は打ち切られ、フェ

ストは結局この上訴を受け入れて彼をローマに護送するため正式な手続きをと

ろうとしています。パウロを護送する前に、アグリッパ王がフェストを表敬訪問

にきました。この時にフェストは、アグリッパ王がユダヤの慣習をよく知ってい

るので囚人パウロのことを話しました。彼はパウロに関心を抱いたので、早速パ

ウロを引き出して彼の弁明を聞くことになりました。 

 

７月１５日  今日の通読箇所 使徒行伝２６：１～２３ 

「アグリッパ王の前で」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO261.mp3  

「わたしも、その人の言い分を聞いて見たい」（使徒行伝 25：22）というアグ

リッパ王に、パウロは弁明しました。同胞ユダヤ人たちは主を知る前のパウロの

生活ぶりをよく知っていました。今、彼らに訴えられているのは、パウロが、主

を証しているからでした。かつて最も厳格なパリサイ派に従って生活していた

こと、イエスの名に逆らって多くの聖徒を迫害し、祭司長たちの権限を受けてダ

マスコに向かったこと。途上で主の御声を聴いたこと。主は言われました。「わ

たしは、この国民と異邦人との中から、あなたを救い出し、あらためてあなたを

彼らにつかわすが、それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の支配

から神のみもとへ帰らせ、また、彼らが罪のゆるしを得、わたしを信じる信仰に

よって、聖別された人々に加わるためである。」と。（使徒行伝 26：17、18） 

 

７月１６日  今日の通読箇所 使徒行伝２６：２４～３２ 

「このような鎖は別ですが」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO262.mp3  

「わたしは天よりの啓示にそむかず、まず初めにダマスコにいる人々に、それか

らエルサレムにいる人々、さらにユダヤ全土、ならびに異邦人たちに、悔い改め

て神に立ち帰り、悔改めにふさわしいわざを行うようにと、説き勧めました。…

わたしは今日に至るまで神の加護を受け、このように立って、小さい者にも大き

い者にもあかしをなし、預言者たちやモーセが、今後起るべきだと語ったことを、

そのまま述べてきました。すなわち、キリストが苦難を受けること、また、死人

の中から最初によみがえって、この国民と異邦人とに、光を宣べ伝えるに至るこ

とを、あかししたのです」（使徒行伝 26：19,20,22,23）。フェストもアグリッ

パ王も心のうちには大きな戦いがあったでしょう。けれどパウロの勧めに従う

ことができませんでした。２９節はパウロの心からの願いです。 

 

７月１７日  今日の通読箇所 使徒行伝２７：１～２６ 

「ローマに向けて出航」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO271.mp3  

パウロは、イエス様のことをみんなに伝道したために捕えられ、裁判にかけられ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO261.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO262.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO271.mp3
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ました。しかし、自分のしてきたことは神様のみこころにかなっていることであ

り、少しもやましいとは思っていませんでしたので、総督や王の前に立っても自

信をもって弁明しました。カイザリヤに２年間幽閉された後、総督の交替を機に

フェストに裁判をしてくれるように頼み、そこでパウロはローマの皇帝に上訴

をしたために、ローマにいくことになりました。こうして使徒行伝２７章は、１

節に「わたしたち」と記すように、著者ルカも伴って、パウロが囚人としてロー

マに護送される航海の記録で始まっているのです。それは海路２７００キロ、陸

路８０キロに及ぶ大旅行です。また、これは古代世界の航海に関する、現存する

最も貴重な文書と認められているということです。 

 

７月１８日  今日の通読箇所 使徒行伝２７：２７～４４ 

「難船の中での救いの確信」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO272.mp3  

使徒行伝２７章前半の記事は、海上で暴風に遭遇した時のことを記しています。 

このことを通して、信仰について教えられます。信仰の父アブラハムのように

「彼は望み得ないのに、なおも望みつつ信じた」（ローマ４章１８節）とあるよ

うに、どんな時でも、神様の約束を信じていきたいと願わされました。パウロを

含む２７６人の同船者を乗せた船は二週間近くアドリア海を漂っていました。

人々は、その長かったこと、苦しかったことは、とうてい言葉に言い表せないも

のがあったと思います。食欲は全くなくなり、生きた心地もしなくなったからで

す。しかしパウロが同船していたことによって全員が助かりました。こうして、

苦しかったに二週間が過ぎ、ようやく風もおさまってきますと、人々は徐々に元

気になってきました。 

 

 

７月１９日  今日の通読箇所 使徒行伝２８：１～１５ 

「ついにローマに到着」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO281.mp3  

大嵐でも命を失う人は一人もいませんでした。クレテ島から１０００キロほど  

流されて小さなマルタ島に流れ着いたのですから主の恵みでした。「土地の人々

は、わたしたちに並々ならぬ親切をあらわしてくれた」（使徒行伝 28：2）。ま

むしの一件でパウロは何の害も被らず、彼らは驚きました。パウロの祈りのうち

に、首長ポプリオの父親が癒され、島の人々の病も癒され、非常な尊敬を受けま

した。冬ごもりもあけ三ヶ月後出帆。北のシチリア島のシラクサ、イタリヤ半島

の南端レギオン。さらに航海を続け二日目にポテオリに着きました。主にある兄

弟たちに迎えられ７日間滞在。ここからローマまでは陸路を行き２００キロほ

ど北西に進みます。途中、アピオ・ポロという町、さらにローマの手前、トレス・

タベルネという町まで、パウロを出迎えに来ました。彼らの喜びと労わりの思い

が伝わってくるようです。パウロも「彼らに会って、神に感謝し勇み立った」（使

徒行伝 28：15）のでした。 

 

７月２０日  今日の通読箇所 使徒行伝２８：１６～３１ 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO272.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO281.mp3
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「ローマで満二年のあいだ」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO282.mp3  

ローマ到着後、ひとりの番兵がつきパウロはひとりで住むことを許されました。

三日後、重立ったユダヤ人たちを招き今までのいきさつおよび、やむを得ずカイ

ザルに上訴はしたが同胞ユダヤ人を訴えるつもりはない、と伝えました。ローマ

のユダヤ人たちもパウロ自身から事の次第を聞くのが一番よいと考えていまし

た。「パウロは、自分の借りた家に満二年のあいだ住んで、たずねて来る人々を

みな迎え入れ、はばからず、また妨げられることもなく、神の国を宣べ伝え、主

イエス・キリストのことを教えつづけた。」（使徒行伝 28：30,31）のでした。

イザヤ書を引いて語るパウロの心情は複雑だったでしょう。長年の伝道の旅で

も同じ姿を見てきたからです。「神のこの救の言葉は、異邦人に送られたのだ。」

（使徒行伝 28：28）。異邦人への恵みを思わされます。   

 

７月２１日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１：１～７ 

「ローマ人への手紙とは」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA011.mp3  

ローマ人への手紙は、世界の歴史を変えた聖書と言っても過言ではないと思う。

また私たちの福音伝道教団がよって立つところの大切な書簡だと言える。創設

者バーネット先生のローマ書講義は、あまりに素晴らしかったので伝説になっ

ている。さあ、私たちもこの偉大な手紙を味わいながら、しっかり交読していき

たいと思う。ローマ人への手紙は、第三次伝道旅行も終わる頃、紀元５７年コリ

ントにおいて書かれたものだ。パウロは出来れば世界の中心であるローマに行

って宣教し、ローマのクリスチャンの信仰を確立したいと願っていた。この手紙

の内容または主題は、「福音またはキリスト教とは何か」である。ある人は「こ

れは手紙の形をとってはいるが、本質的には神学論文である」と言っている。ま

さしく、キリスト教徒ないしキリストの福音とは何かが論理的に示されている。 

 

７月２２日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１：８～１７ 

「わたしは福音を恥としない」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA012.mp3  

すべての道はローマに通じると言われていた。使徒パウロの願いは、ローマへ行

き、さらにスペインまで足をのばして伝道したいということであった。このパウ

ロの願いは、ローマのカイザルに上訴するという形で実現した。そしてローマに

おいて「パウロは、自分の借りた家に満二年のあいだ住んで」伝道した。（使徒

行伝２８：３０節）。ローマに行きたいとパウロが願った理由は、「霊の賜物を

幾分でも分け与えて、力づけたいから」と「お互の信仰によって、共に励まし合

うため」であった。ローマ行きのパウロの計画は、たびたび妨げられた。しかし

彼は、絶望したり、くじけたりしなかった。それは、自分の「果たすべき責任」

であると考えていたからである。そしてパウロは、「わたしは福音を恥としない。

それは、┈┈すべて信じる者に、救を得させる神の力である。」（１６節）と力強

く語っているのである。 

 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/44SITO282.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA011.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA012.mp3
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７月２３日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１：１８～３２ 

「神の怒りの啓示」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA013.mp3  

罪によって真理を押しのける不信心で罪深いすべての人に神様の怒りは下りま

す。真の神様は、ご自身について、いろいろな方法で明らかにしておられます。

神様がお造りになったこの世界を見渡すなら神様の存在と偉大さを知ることが

できます。「神様など知らない」という弁解はできないはずです。神様に対する

感謝と賛美で満たされるはずのすべての人間の心は、罪と悪にあふれ自我に満

たされています。本当に愚かになり、永遠の栄光に満ちた神様を礼拝する代わり

に、木や石で人間や鳥や獣などの偶像を作り礼拝し、その結果あらゆる性的な罪

を犯すようになりました。神様は彼らが様々な罪に深入りするに任せました。彼

らを放任なさったのです。神様を拒絶した人間に対する刑罰です。人間はこれを

自由と考えたのです。「罪を犯した者は死ぬ」という神様の教えを知りながら罪

を犯し続けました。神様に対する人間の罪は何重にも重く、滅ぼされても仕方の

ない存在、これが人間の姿なのです。 

 

７月２４日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙２：１～１６ 

「すべての人が律法違反」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA021.mp3  

一章の人々を「何とひどい人々だ」と言えば、それは他人を裁く罪です。実はそ

う言うその人も神様の前に同じ罪を犯しています。二重の罪です。ユダヤ人はほ

かの民のように真の神様を知らないということはありません。律法が与えられ

ました。十戒を教えられていました。しかし、ユダヤ人も同じ罪を犯ししかも神

様の慈愛が豊かなので罪を悔い改めず神様の恵みを軽んじています。律法を知

らない人にも、知っているユダヤ人にも神様の祝福と裁きの原則は変わりませ

ん。律法に従えば祝福を受け、従わなければ裁きを受けます。すべての人は神の

かたちに造られた者として心に神様の教えをいただいています。神様はその教

えを言葉で書き表し律法としてユダヤ人に与えてくださいました。しかし律法

が与えられても律法に従わなければ何の意味もありません。結局すべての人間

は神様の教えを守れない、律法違反という理由で罪人なのです。すべての人は律

法によって裁かれ「罪を犯すものは死ぬ」べき者、救いの望みのない者です。 

 

７月２５日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙２：１７～２９ 

「人を教えて自分を教えない偽善」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA022.mp3  

パウロは、神様のさばきは公正であることを強調し、神様のさばきと律法の関係

を説き、ユダヤ人の偽善を鋭く指摘する。神様のさばきは侮ることが出来ないの

に、彼らは、神様の民であることを誇りながら、神様を知らない異邦人と同じよ

うに生き、神様を侮っている。ユダヤ人は、自らを神の民であると誇り、モーセ

律法に頼り、神様を誇りとしていた。その誇りは強烈で、異邦人を軽蔑していた。

「やみにおる者の光」（２０節）であると自負しながら、異邦人でさえ忌み嫌う

ようなことをしていた。それはイザヤが「神の御名は、あなたがたのゆえに、異

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA013.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA021.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA022.mp3
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邦人の間で汚されている」（２４節）と預言しているとおりである。そこでパウ

ロは、真実な神様の民であるように「隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また、

文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であって、そのほまれは人からではな

く、神から来るのである。」（２９節）と勧めているのである。 

 

７月２６日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙３：１～８ 

「神様の真実」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA031.mp3  

パウロは、異教徒の偶像礼拝の罪を明らかにし、ユダヤ人の偽善を指摘し、人間

は全て罪人であることを宣言する。そのことを明らかにするために、彼はさらに

神様の真実、神様の義、神様のさばきは絶対で誤りがないことを強調する。ユダ

ヤ人の優れていることは「神の言が彼らにゆだねられたことである」(２節)。し

かし、彼らはそれを正しく理解し行うことが出来なかった。ではそれによって、

神様の救いの計画は無効になったのかと言えば、決してそうではない。パウロは、

「断じてそうではない。あらゆる人を偽り者としても、神を真実なものとすべき

である。」(４節)と力強く語っている。また神様の真理が人間の虚偽によって明

らかにされ、それによって神様の栄光が明確になったとすると、「どうして、わ

たしはなおも罪人としてさばかれるのだろうか。」(７節)となるではないかと語

る。神様のさばきは、神様の絶対の義に基づいて行われ、人間の真実や虚偽に左

右されるようなものではない。 

 

７月２７日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙３：９～２０ 

「人間は罪によって無力にされ、律法を行えない」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA032.mp3  

「ユダヤ人もギリシャ人も」（9節）とはすべての人という意味です。神様の教

えに厳格なユダヤ人、人間的な神々を拝むギリシャ人、すべての人はこの範疇に

入ります。人間は「ことごとく罪の下にある」ので神の怒り、さばきの下にあり

ます。18節までは罪の下にある人間の現実です。詩篇 14篇 1節『愚かな者は心

のうちに「神はない」と言う。彼らは腐れはて、憎むべき事をなし…。』。罪の

大本は「神はない」という神様を無視する罪です。その結果、具体的な罪を犯す

のです。すべての人は神のかたちに造られ、心に神の教えが与えられています。

神様はそれをユダヤ人には言葉による律法としてお与えになりました。ここの

律法とはこの両方の意味です。すべての人は律法が命じることを知っています。

しかし罪によって無力になり、律法を行えません。律法を行って神様に受け入れ

られようとしても不可能です。律法の役割は罪を自覚させ「信仰によって義とさ

れるために、わたしたちをキリストに連れて行く養育掛」（ガラテヤ 3：24）で

す。 

 

７月２８日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙３：２１～３１ 

「キリストを信じる信仰による義」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA033.mp3  

「今や、神の義が…現された」（21 節）。律法は正しい行いを示し罪を示しま

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA031.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA032.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA033.mp3
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す。罪によって無力にされたわたしたちは律法を行えません。神様が要求なさる

義を満たせず裁きを受けなければなりません。しかし、律法によって神の義を満

たすこととは別の方法を神様は用意なさった。キリストによって義としてくだ

さる道です。律法の要求をすべて満たした罪のないキリストが罪のないご生涯

を歩み、罪人の罪をすべて引き受け十字架にかかり罰を受け死なれました。ここ

に神の義、罪の裁きが全うされました。神様はキリストを信じる者を義と認めて

くださる、義という立場を与えてくださる、義と宣言してくださるのです。神様

の要求、律法の要求をすべて満たした者と宣言してくださいます。信仰による義

は、キリストを信じるすべての人に与えられます。わたしたちの罪のために破綻

していた神様との関係を神様が回復し、律法に生きる者としてくださる、信仰に

よる救いは律法を確立します。  

 

７月２９日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙４：１～８ 

「信仰によって義と認められた人の実例」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA041.mp3  

パウロは、信仰によって義とされることは、新約ではじめて言われたことではな

く、旧約における代表的人物においても真実であったことを強調する。アブラハ

ムもダビデも共に信仰によって義とされ、すぐれた信仰の模範になっている。3

節には「アブラハムは神を信じた。それによって、彼は義と認められた」とある。

これは創世記 15章 6節の引用で、アブラハムは神の約束を信じ、それが義と認

められ、祝福を受けたのである。そしてアブラハムと同じ信仰に生きるクリスチ

ャンも同じ祝福を受けることが強調されている。アブラハムは、信仰によって義

とされた模範であり、祝福の源流である。6節から 8節には「ダビデもまた、行

いがなくても神に義と認められた人の幸福について、次のように言っている、

『不法をゆるされ、罪をおおわれた人たちは、さいわいである。 罪を主に認め

られない人は、さいわいである』」としるしている。偉大な英雄ダビデ王も罪を

犯し、悔い改めて赦され、義とされた。彼はその幸いを良く知っていたのである。 

 

７月３０日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙４：９～２５ 

「信仰によって異邦人も義と認められる」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA042.mp3  

アブラハムとダビデは信仰によって義と認められた。 次に、では、異邦人にと

っても、この信仰による義はあてはまるのであろうか、という問題である。パウ

ロは、アブラハムが信仰によって義とされたのは、無割礼の時であったから、そ

れは、無割礼の異邦人にも当てはまると主張している。すなわち、すべての人々

は、信仰によって神様から正しいと認められるということである。したがって、

アブラハムの真の後継者は、割礼を受けているか否かではなくて、「死人を生か

し、無から有を呼び出される神を信じた」（１７節）者である。すなわちそれは、

「主は、わたしたちの罪過のために死に渡され、わたしたちが義とされるために、

よみがえらされた」（２５節）ことを信じる者にほかならない。 
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「義認による神との平和、栄光の希望」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA051.mp3  

以前は神に反逆する者でした。「律法のもとにあり」律法を行えないので裁きの

対象でした。しかし、今は「恵みによって」信仰により主キリストによって無罪

とされました。神の怒りから救われ神様との間に和解が与えられました。平和が

与えられました。義と認められました。義と宣言されました。義と認められた者

には将来の栄光が与えられています。これはセットで与えられました。どのよう

な患難にあっても「希望は失望に終ることはない」（5節）のです。栄光にあず

かる希望をもって喜んでいます。わたしたちが神に敵対していた時に、キリスト

はわたしたちを救うために死んでくださいました。義認と将来の栄光の希望は

キリストの十字架の死と復活に基づいていますから確実です。ですから「今や和

解を得させて下さったわたしたちの主イエス・キリストによって、神を喜ぶので

ある。」（11節）。義認、神との和解、将来の栄光をセットで与えてくださった

のですから「神を喜ぶ」のです。 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA051.mp3

