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館林キリスト教会 

デボーションノート（2023 年） 

 

８月１日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙５：１２～２１ 

「アダムにあって、キリストにあって」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA052.mp3  

アダムの不従順によってこの世界に死が入ってきました。アダムは罪を犯して

死ぬ者となりました。全人類はアダムにあって罪を犯し死ぬ者となりました。

「罪の支払う報酬は死である」というみ言葉の通り死は罪の結果です。すべての

人は死にます。モーセの時代に律法が与えられ、律法によって罪を自覚するよう

になりましたが、律法付与以前も人々は死にましたから、人間は初めから罪を犯

したことがわかります。アダムはキリストの型です。アダムの不従順によってこ

の世界に死が入ったように、キリストの従順によって新しいいのちがもたらさ

れました。キリストは十字架で死に、死からよみがえりました。キリストの義が、

キリストを信じるすべての人に与えられ義と認められるのです。神との平和が

与えられ、神の栄光にあずかる将来が用意されているのです。 

 

８月２日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙６：１～１４ 

「キリストと共に」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA061.mp3  

パウロは、クリスチャンとしての新しい生き方を、３つのたとえをとおして説明

している。その一つがバプテスマのたとえで、それはキリストと一つにされるこ

とである。キリストと共に葬られ、キリストと共に新しいいのちに歩み、キリス

トと共に生きることである。３節には「あなたがたは知らないのか。キリスト・

イエスにあずかるバプテスマを受けたわたしたちは、彼の死にあずかるバプテ

スマを受けたのである」とあり、４節には「それは、キリストが父の栄光によっ

て、死人の中からよみがえらされたように、わたしたちもまた、新しいいのちに

生きるためである」と書いてある。「新しいいのち」は、みずみずしい新緑を表

す言葉で、自然で自由ないのちにあふれている。１１節には「あなたがた自身も、

罪に対して死んだ者であり、キリスト・イエスにあって神に生きている者である

ことを、認むべきである」。この「認むべきである」とは「計算してしまいなさ

い」という意味で、バーネット先生はこの言葉の意味を丁寧に教えてくださった

そうである。 

 

８月３日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙６：１５～２３ 

「義の僕（奴隷）となって生きる」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA062.mp3  

ローマ帝国は、国家の権威と奴隷制度の上に成り立っており、パウロはそのロー

マ世界に生きるクリスチャンの恵みに溢れた生き方を、僕（奴隷）のたとえで語

る。クリスチャンは、罪の奴隷から解放されて義の奴隷となり、自由で恵みに溢
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れて生きるようにされた者だと説明している。第一に、人間は自由なようで、罪

の奴隷である。それゆえに、律法のもとではなく恵みのもとに罪を犯してもよい

と考えたりする。パウロは１７、１８節で伝えられた教えと生活の規範に素直に

信じて従い、罪の奴隷の状態から解放され、神の義に生きるようになったのであ

ると語っている。第二に、人間は義の奴隷となる時、不自由なようであるが自由

になるということである。不法の奴隷としてささげていた肢体を、義の奴隷とし

てささげて行く時、きよめられていくからである。第三に、人間は、神の奴隷に

なる時、きよい実を結ぶことが出来るということである。人間は、神の奴隷にな

った時、本当の自由があり、神に喜ばれる生活をし、きよい実を結ぶからである。 

 

８月４日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙７：１～６ 

「律法からの解放、罪からの解放」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA071.mp3  

「恵みが増し加わるために、罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。

罪に対して死んだわたしたちが、どうして、なお、その中に生きておれるだろう

か。」（6：1、2）。「…あなたがたは律法の下にあるのではなく、恵みの下に

あるので、罪に支配されることはないからである。」（6：14）。わたしたちは

キリストを信じ、聖霊によってキリストと合一され十字架と復活に合わせられ

ました。これを結婚にたとえています。律法は神様がお与えくださった善いもの

です。わたしたちは罪ある者です。律法は罪を明るみに出し実態を明らかにしま

す。わたしたちは律法と結ばれ、律法のもとにある限り罪を指摘され罪が呼び起

され断罪されます。その上律法はわたしたちを罪と滅びから救えません。夫が死

ねば妻は婚姻関係から解放されるように、キリストを信じたわたしたちは、キリ

ストとともに十字架で死にました。律法に対して死に、律法との関係から解放さ

れました。律法のもとにあったとき義の実を結ぶことができませんでした。しか

し、キリストに結ばれ、義と認められ、新しいいのちを受け、聖霊に導かれ、神

のために実を結ぶ恵みの歩みが始まりました。 

 

８月５日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙７：７～１３ 

「罪のしわざ。律法によっては救われない」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA072.mp3  

「律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、正しく、かつ善なるも

のである。では、善なるものが、わたしにとって死となったのか。断じてそうで

はない。それはむしろ、罪の罪たることが現れるための、罪のしわざである。す

なわち、罪は、戒めによって、はなはだしく悪性なものとなるために、善なるも

のによってわたしを死に至らせたのである。」（7：12、13）アダムにあって罪

を犯したわたしたちは罪の支配のもとにあり、罪は律法によってわたしたちの

内に働いて「むさぼるな」という戒めを用いて「むさぼり」を知らせ、あらゆる

むさぼりを起こさせ死に至らせます。それはわたしたちの内なる罪のしわざで

す。「罪の支払う報酬は死である」。律法は神様が与えてくださった聖なる、善

なるものですが、わたしたちの内なる罪のゆえに、わたしたちを罪と死に至らせ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA071.mp3
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ます。律法はわたしたちを罪と死から救うことがでません。律法のもとにある限

り絶望です。しかし、キリストを信じることによって、婚姻のたとえのように律

法との婚姻関係から解放され、キリストと合一され、恵みによって命の歩みが与

えられました。 

 

８月６日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙７：１４～２５ 

「神の律法と罪の律法」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA073.mp3  

パウロは、律法は霊的であっても私は肉的な存在であり、しかもその私のうちに

善を望んでいる私と悪を行っている私が激しく戦っている事を知るという。１

５節では、「わたしは自分のしていることが、わからない。なぜなら、わたしは

自分の欲する事は行わず、かえって自分の憎む事をしているからである」という。

だから２３節では、「わたしの肢体には別の律法があって、わたしの心の法則に

対して戦いをいどみ、そして、肢体に存在する罪の法則の中に、わたしをとりこ

にしているのを見て」、「わたしは、なんというみじめな人間なのだろう」とう

めいている。これが人間の現実の姿だ。しかし神の律法と罪の律法という二つの

原理に支配されるという現実において、私たちはすでにキリストの恵みによっ

て救われているので感謝している、という。私たちは地上に生きている限り、こ

の現実から脱却できないが、キリストにあって勝利を得ている事を常に覚えた

い。 

 

８月７日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙８：１～１７ 

「勝利の御霊」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA081.mp3  

人間は罪の支配のもとで呻き苦しんでいるが、キリストによって罪から解放さ

れる。神の御霊が宿る時、いのちと力が与えられて、神のみこころに生きること

ができるようになるからである。１節には「キリスト・イエスにある者は罪に定

められることがない。」とある。キリストの十字架によって罪は赦され、キリス

トの御霊の支配によって罪から解放されるからである。６節には「肉の思いは死

であるが、霊の思いは、いのちと平安とである」とある。人間的な思いにとらわ

れている者はいつも不安で、その結果は霊的な死である。しかし神の事を思い続

ける者にはいのちと平安が与えられる。パウロは神の御霊とキリストの内住を

様々な言葉で強調している。９節には「神の御霊、キリストの霊」、１０節には

「キリスト」。そして１１節には「キリスト・イエスを死人の中からよみがえら

せたかた」と記している。その御霊の内住と圧倒的な働きによって、私たちは罪

と死に勝ち、死ぬべきからだつまり自分のすべては,生かされるというのである。 

 

８月８日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙８：１８～３０ 

「義認と天の栄光はセットで」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA082.mp3  

キリストを信じた人は義と認められました。「罪に定められることがない」（8：

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA073.mp3
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1）。無罪放免です。苦難と栄光を共にする「キリストと共同の相続人」（8：17）

とされました。将来の栄光がすでに用意されているのですから現在の苦難は言

うに足りないということです。「やがて現されようとする栄光」（8：18）を思

いわたしたちはからだのあがなわれることを待ち望み、被造物もその時を待ち

望んでいます。御霊は弱いわたしたちのために、神のみ心に従ってとりなしてく

ださいます。いっさいの事が神のみ心にかなう結果となるように神のご計画の

中に生かされています。神様は、神が愛しておられる者を御子キリストのかたち

に形造られるためにあらかじめ選び定められました。御子を長子とする神の家

族に加えられるのです。神はあらかじめ定めた者を、更に召し信仰へ導き、更に

義とし無罪放免とし、更に栄光を与えました。すなわち天の栄光を備えふさわし

い者とかえてくださいました。まだ見ていないものを望むのならば、忍耐して落

ち着いて待つのです。 

 

８月９日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙８：３１～３９ 

「義と認められた者に与えられた勝利」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA083.mp3  

「こういうわけで、今やキリスト・イエスにある者は罪に定められることがな

い。」（1節）。神様はキリストを信じる者を義と認め無罪放免とし、「キリス

ト・イエスにあるいのちの御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放した

からである。」（2 節）と言われます。「あらかじめ定めた者たちを更に召し、

召した者たちを更に義とし、義とした者たちには、更に栄光を与えて下さった」

（30 節）神様、御子キリストさえ与えてくださった神様が、わたしたちの味方

であるなら、「だれがわたしたちに敵し得ようか。」（31節）、以下立て続けに

問いが記されています。「だれが、神の選ばれた者たちを訴えるのか。」（33節）、

「だれが、わたしたちを罪に定めるのか。」（34節）、「だれが、キリストの愛

からわたしたちを離れさせるのか。」（35 節）。こう結ばれています。「しか

し、わたしたちを愛して下さったかたによって、わたしたちは、これらすべての

事において勝ち得て余りがある。」（37節）、「…どんな被造物も、わたしたち

の主キリスト・イエスにおける神の愛から、わたしたちを引き離すことはできな

いのである。」（39節）  

 

８月１０日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙９：１～５ 

「パウロの憂い」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA091.mp3  

ローマ人への手紙の９章から１１章までは、イスラエル民族と世界の救いがテ

ーマになります。パウロは、イスラエルの同胞の事をとても憂えています。２節

には「わたしの心に絶えざる痛みがある。」と言っています。パウロの憂いは、

神の律法をゆだねながら、キリストを捨てたイスラエル人は、一体どうなるので

あろうか、ということでした。ですから３節では、「わたしの兄弟、肉による同

族のためなら、わたしのこの身がのろわれて、キリストから離されてもいとわな

い。」とまで言っているのです。彼は信心を利得と心得る者ではありませんでし

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA083.mp3
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た。パウロは、神様の意志が成就され、人々に真の信仰が伝えられるためには、

のろわれても、捨てられてもかまわないのだ、と主張しているのです。５節には

パウロの福音理解の核心が書いてあります。第一はイスラエルの救いで、第二は、

キリストの神性という事です。 

 

 

８月１１日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙９：６～２４ 

「神様の選び」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA092.mp3  

パウロは、同胞イスラエル民族の不信仰を嘆きますが、また神様の深いご計画に

しだいに目が開かれていきます。つまり、真のイスラエルは、イスラエル民族で

はなく、神様の民イスラエルであることを知り、その神様の民を通して世界を救

われるという事を理解していくのです。パウロは、選びにおける神様の主権と神

様のご計画を強調し、「わたしはヤコブを愛しエサウを憎んだ」（１３節）とさ

え言うのです。「エサウを憎んだ」とは、エサウは神様の愛に応ずるような態度

をとらなかった、という」意味でしょう。神様の主権が強調されすぎると、人間

の自主性が否定され、人間はまるでロボットのように思われるおそれがありま

す。１９節では、「そこで、あなたは言うであろう、『なぜ神は、なおも人を責

められるのか。だれが、神の意図に逆らい得ようか』」という疑問が生じるだろ

うと述べています。そこでパウロは、それらの疑問に答えながら、神様の寛容と

召しについて語っているのです。 

 

８月１２日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙９：２５～３３ 

「信仰によって、行いによって」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA093.mp3  

「…ただ神のあわれみによるのである」（16 節）。神様は、ご自身の栄光の富

を知らせようとなさり、ユダヤ人だけでなく異邦人の中からも救いへと導いて

くださいました。これはただ神様のあわれみによるのです。ホセア書でもこう記

されています。異邦人はユダヤ人のような神の民ではありませんでした。ですか

ら「わたしの民でない者」「愛されなかった者」と言われています。しかし、そ

の民を神様はあわれんでくださって「わたしの民」「愛される者」さらに「彼ら

は生ける神の子らである」と呼んでくださる、神様が用意してくださった救いに

入れてくださったのです。なぜなら信仰によったからです。イザヤ書にはこうあ

ります。神の民ユダヤ人は海辺の砂のように多くても一握りの人しか救われな

い、神様のあわれみがなかったらソドムやゴモラが滅んだように滅ぼされただ

ろうと。なぜなら信仰でなく行いによったからです。彼らにはキリストが「つま

ずきの石、さまたげの岩」であり、寄り頼んだ異邦人には救いでした。 

 

８月１３日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１０：１～４ 

「キリストを信じて与えられる神の義」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA101.mp3  

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA092.mp3
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https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA101.mp3


 

 1428 

パウロが心から願うのは同胞ユダヤ人がキリストを信じて救われることです。

彼らは神様に受け入れられたいと非常に熱心です。しかし、残念なことに的外れ

です。見当違いです。彼らは、行いによって義と認められよう、神様に受け入れ

られようと目指してきました。「自分の義を立てようと努め」てきました。しか

し、彼らが一生懸命努力して得ようとしている正しさは、神様の目には汚れた服

のようです。所詮、人間の正しさは神様の前には不完全です。彼らはどうすれば

いいのでしょう。神様に感謝して、キリストを信じればいいのです。ただ恵みに

より、あわれみによって、神様が備えてくださった「神の義」を信仰によってい

ただくだけでいいのです。神様が用意してくださった救いです。神様の前に必要

な完全な正しさを、キリストは十字架の死と復活によって用意してくださった

からです。律法を行うことによって義とされようとすることは、もう終わりまし

た。キリストが十字架の死と復活によって、律法を完全に成就してくださったか

らです。 

 

８月１４日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１０：５～１３ 

「信仰による義」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA102.mp3  

神様のみこころは、すべての人がキリストを信じて救われることである。パウロ

は、その信仰による義、信仰による告白、信仰による救いを繰り返し強調する。

そこに、福音の核心、人類の救いがあるからである。律法による義は、それらを

行う事を要求する。しかし、信仰による義は、ただキリストを信じる信仰によっ

て与えられるのである。そして信仰による義は、告白によって実現する。救いは、

遠い遠方にあるのではなく、私たちのすぐ傍らにある。９節には「自分の口で、

イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえら

せたと信じるなら、あなたは救われる。」という有名な約束がある。そして、信

仰による救いは決して失望に終わることがない。また「ユダヤ人とギリシャ人と

の差別はない」（１２節）。民族的、社会的な差別はないのである。唯一の神様

は「主の御名を呼び求める者は、すべて救われる」（１３節）のである。 

 

８月１５日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１０：１４～２１ 

「イスラエルの不服従と神様の愛」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA103.mp3  

神様は、信じようとしないイスラエル民族を見捨てることをせず、一日中手を差

し伸べて待っておられる。神様の愛は絶対で、親の愛のように変わらない愛を持

って、イスラエル民族が立ち返って救われるように招き続けておられる。パウロ

は、その神様の招きを、多くの預言者の言葉を引用しながら強調している。イス

ラエル民族にはすでに福音は伝えられていたが、彼らは信じなかった。彼らは聞

かなかったのか。いいえ、そうではない。聖書に「その声は全地にひびきわたり、

その言葉は世界のはてにまで及んだ」（１８節）と書いてある。イスラエル民族

の不信仰によって、キリストの福音は異邦人に伝えられ、彼らは救われた。しか

し、神様はイスラエル人を見捨てられたのではない。２１節に「わたしは服従せ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA102.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA103.mp3
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ずに反抗する民に、終日わたしの手をさし伸べていた」とあるように、神様の愛

は変わることなく、愛の手を差し伸べ続けられているのである。 

 

８月１６日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１１：１～１２ 

「主を信じる残りの者」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA111.mp3  

神様はご自身がお選びになった民イスラエルを退けてしまわれたのだろうか。

「神はその民を捨てたのであろうか。」この問いに「断じてそうではない」(１

節)とパウロは答えています。バアル礼拝が盛んなエリヤの時代にも主を信じる

七千人の人々がいたように、今も主を信じる人々が残され、彼らのうちには主を

信じる信仰が脈々と受け継がれてきました。主なる神様の恵みです。それに対し

て多くのイスラエル人が心をかたくなにして主を信じないのですが、これによ

って、救いが異邦人に及ぶようになりました。その結果、イスラエルが救いを求

めるようになるのです。これも主なる神様の恵みです。このようにイスラエルが

主を拒むことによって異邦人に救いが及び全世界が恵みを受けたなら、やがて

イスラエルが悔い改めて主を信じるようになればなおさら、主なる神様の祝福

が全世界に及ぶでしょう。 

 

８月１７日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１１：１３～２４ 

「神の慈愛と峻厳」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA112.mp3  

神様の選びの民イスラエル以外の人々、異邦人に対する言葉です。かたくななイ

スラエル人よりも早く救われた異邦人たちは高ぶってはならないと。選びの民

イスラエルは根がきよく枝もきよいオリブのようです。その枝が切り取られ、野

生のオリブの枝が接ぎ木されました。異邦人はこうして救われました。接ぎ木さ

れた野生の枝をささえているのは元木の根です。すなわち神様の選びの民イス

ラエルの存在があってこそ、異邦人はただ恵みによって救われたのです。切り取

られた枝は不信仰のゆえに切り去られました。神様が元木の枝を惜しまなかっ

たとすれば、まして野生の枝を惜しまないでしょう。異邦人が救われたのは神様

の一方的な恵みによるのです。ですから、神様の恵み深い慈愛と厳しさに心を留

め、よく味わいなさい。神の恵みを忘れて高慢になればあなたがたも切り取られ

るのです。また、イスラエルが不信仰をいつまでも続けなければ切り取られた枝

であっても接ぎ木されるでしょう。 

 

８月１８日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１１：２５～３６ 

「イスラエルの救いの完成」 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA113.mp3  

神様の知恵は深く、神様の奥義は素晴らしい。イスラエル民族の不信仰に悩んだ

が、イスラエル民族の不信仰によって、福音は異邦人世界に伝えられ、世界がそ

の救いの恵みにあずかった。パウロは、その救いの奥義に目が開かれ、その奥義

について語る。２５節と２６節には「一部のイスラエル人がかたくなになったの

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA111.mp3
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は、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、 こうして、イスラエ

ル人は、すべて救われるであろう。」とある。異邦人の救いによってやがてイス

ラエル人も救われるというのである。３３節には「神はすべての人をあわれむた

めに、すべての人を不従順のなかに閉じ込めたのである。」という。これは神様

の不思議な摂理であり、パウロはそれを悟ることが出来た。かつては同胞の不信

仰に悩んだが、今は神様が、深い知恵をもって導き、世界の救いを完成させる計

画を知って驚いているのである。 

 

８月１９日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１２：１～８ 

「クリスチャンの健全な教会観」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA121.mp3  

ローマ人への手紙は、１２章から後半に入り、教理的な部分から倫理的な部分に

移る。その倫理の基礎として、私たち自身を神様にささげ、神様に造り変えられ

ることが重要であると、１、２節で力説している。キリスト教倫理の特色は、共

に生きることであり、パウロはそれをからだの比喩を用いて、巧みに論じている。

それはからだの、そして共同体の倫理であり、同じからだに属する者として共に

仕え、共に成長し、共に生きるのである。クリスチャンにとって、最も重要なこ

とは、健全な教会観をもつことであろう。同じクリスチャンであっても、国籍や

社会的立場や男女の違いがあり、異なった性格や才能を持っている。しかし同じ

一つのからだに属し、それぞれ異なったからだの部分であることを忘れないよ

うに勧めている。ここに記されている、「預言、奉仕、教え、勧め、寄附、指導、

慈善」（６～８節）は、教会にとって極めて重要な奉仕であるから、パウロはこ

れを快く積極的に行うように勧めている。 

 

８月２０日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１２：９～２１ 

「主イエス様のお姿」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA122.mp3  

ここに教えられていることは、神様に対する愛と人に対する愛に生きる姿です。

「愛には偽りがあってはならない。悪は憎み退け、善には親しみ結び、」（９節）、

神様に対する愛においても、人に対する愛においてもそうです。「熱心で、うむ

ことなく、霊に燃え、主に仕え、望みをいだいて喜び、患難に耐え、常に祈りな

さい。」（11節、12節）これは神様に対する熱心と真実です。「兄弟の愛をも

って互にいつくしみ、進んで互に尊敬し合いなさい。」（10節）、「貧しい聖徒

を助け…」13 節以下は人に対する愛です。これらの姿は主を信じる聖徒たちの

姿ですが、この地上を歩まれた主イエス様のお姿が思い起こされます。「イエス

は言われた『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を

愛せよ』。これがいちばん大切な、第一のいましめである。第二もこれと同様で

ある、『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』。」（マタイによる福音

書 22章 37～39節。）  

 

８月２１日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１３：１～７ 

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA121.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA122.mp3
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「神による権威」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA131.mp3  

１節に「すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。なぜなら、神によらな

い権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべて神によって立てられたもの

だからである。」とあります。だれでも「上に立つ権威」に従うべきです。神様

がお立てになったからです。神様によらない権威はありません。権威に敵対的な

態度をとるなら、神様がご自身の秩序として制定なさったことに抵抗するので

すから、自分の身にさばきを招くことになります。善い行いをする人々は、立て

られた権威者たちを恐れる必要はありません。立てられた権威者たちは人々に

益を与えるための神のしもべだからです。悪い行いをする人々にとっては恐怖

です。悪事を行う人々には神の怒りを執行する神のしもべだからです。納税につ

いても同様の理由によります。納めるべきものは納め、神様に立てられた人々を

恐れ敬いなさい、と教えられています。 

 

８月２２日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１３：８～１４ 

「愛は律法を完成する」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA132.mp3  

クリスチャンの生活は愛にある。パウロは「愛は律法を完成するものである」（10

節）という。律法は、神の契約を守るために、人間に示された神の意志である。

神様の契約とは、「わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる」（エレ

ミヤ書31章33節）ということである。この契約を守るために与えられた神の意志

が律法であり、その律法を代表するものが十戒（出エジプト記20章、申命記5章）

である。そしてすべての律法は神様を愛し、隣人を愛することに集約される（ル

カ10章25～28節）。さらにそれは、イエス・キリストを信ずることに集約される

（ヨハネ6章29節）。したがってパウロは、「キリストは┈┈律法の終りとなられ

たのである」（ローマ10章4節）と言うのである。終りにパウロは、クリスチャ

ンの生活について、神を知る者は暗黒の世界より絶縁しなければならないとい

う。そのために「あなたがたは、主イエス・キリストを着なさい。肉の欲を満た

すことに心を向けてはならない」と言うのである。 

 

８月２３日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１４：１～１２ 

「さばいてはならない」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA141.mp3  

2節には「ある人は、何を食べてもさしつかえないと信じているが、弱い人は野

菜だけを食べる。」とある。また 5節には「ある人は、この日がかの日よりも大

事であると考え」と記されている。初代教会には 2つの問題があった。肉食の問

題とは、市場では偶像に供えた肉を売っているが、それはクリスチャンが食べて

もいいかどうかということである。日の問題については、あなたがたは、食物と

飲み物とにつき、あるいは祭や新月や安息日などについて、だれにも批評されて

はならないということである。こうして、ユダヤ教の伝承によって、日や月に特

別な定めをもうけ、これを守っていたのである。これに対してパウロは、クリス

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA131.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA132.mp3
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チャンの生活の中心が「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」（8節）ということであるという解答を示した。もし、それが「主

のため」と思うならば、食べることもよいし、食べないこともよい。したがって

パウロは、「信仰の弱い者を受けいれなさい」（1節）という。また「なぜ兄弟

をさばくのか」（10節）というのである。 

 

８月２４日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１４：１３～２３ 

「愛によって歩むこと」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA142.mp3  

偶像に供えられた動物の肉が市場で売られているが、肉であるということに変

わりはない。「それ自体、汚れているものは一つもない。」（14 節）けれど、

しかし、それを食べる事について、信仰において苦しみを抱く人がいるなら、す

なわち汚れていると考える人がいて彼が苦しみを受けているなら、その人のこ

とを考えて「むしろ、あなたがたは、妨げとなる物や、つまずきとなる物を兄弟

の前に置かないことに、決めるがよい」（13 節）。それが、愛によって歩む、

ということなのです、と教えています。注意しなければならないことは「あなた

がたにとって良い事が、そしりの種にならぬようにしなさい。」（16 節）。自

分では良いと思っている事でも、ほかの人のことを考える心配りが必要です、と

いうことでしょう。「義と、平和と、聖霊における喜び」（17 節）、そして愛。

これが道しるべです。    

 

８月２５日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１５：１～１３ 

「隣り人の徳を高めるために」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA151.mp3  

信仰において確信を持って歩む人もいれば、ためらいを持ちながら歩む人もい

ます。ためらいや不安を持っている人に対して愛と祈りと助力の手を差し伸べ

られるように。「自分だけを喜ばせることをしてはならない。」（1節）とあり

ます。「キリストさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかった。」（3 節）。

ご自身の利益を少しも考えないで、かえってわたしたちが受けるはずのそしり

を受けてくださいました。「わたしたちひとりびとりは、隣り人の徳を高めるた

めに、その益を図って彼らを喜ばすべきである。」（2節）とあります。利他主

義に生きることを勧めています。「キリストもわたしたちを受けいれて下さった

ように、あなたがたも互に受けいれて、神の栄光をあらわすべきである。」（7

節）。恵みと救いが異邦人にまで及び神をあがめるようになるためです。 

 

８月２６日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１５：１４～２１ 

「パウロの宣教の志」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA152.mp3  

ローマ人への手紙も終わりに近づき、パウロは彼の宣教の志（こころざし）を語

っている。同胞イスラエル民族に福音を伝えると共に、広く異邦人にも伝えてき

た。しかしそれは他人の土台の上に建てるのではなく、開拓精神と世界宣教のヴ

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA142.mp3
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ィジョンによっていたのである。パウロは同胞イスラエル民族を愛し、異邦人へ

の使徒である使命に燃え、世界宣教に励んできた。それが神のみこころであると

知っていたからである。福音の宣教は祭司の務めを果たすことであり、神と世界

の和解を実現することである。次にパウロは福音の宣教は、人間の働きではなく、

神の力によることを知っていた。だから、神とキリストがパウロを通して働かれ

たことのほかは、あえて語ろうとしなかった。神はキリストによって働かれた霊

の力によって、広く異邦人世界に福音を伝えられたのである。次にパウロが望ん

だのは、他人の土台の上に建てることをしないで、キリストの御名がまだ唱えら

れていない所、即ち異邦人の地に福音を宣べ伝えることであった。 

 

８月２７日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１５：２２～３３ 

「パウロの宣教計画」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA153.mp3  

パウロは、彼の宣教の志を強調し、彼の宣教計画を語る。それは世界の都ローマ

で伝道し、世界の果てイスパニヤ（スペイン）まで宣教することであった。しか

し現実には、エルサレムにいる貧しいユダヤ人クリスチャンを援助するために、

エルサレムに行かねばならなかった。しかしローマにおける伝道とイスパニヤ

宣教は、パウロにとっての長年の祈りであり、世界に対する神の救いの計画であ

ると確信していた。また異邦人クリスチャンがエルサレムのユダヤ人聖徒のた

めに募金し、その愛の募金を渡すのは、互いの愛の交わりであり、世界宣教への

美しい結晶でもあった。だからパウロは、自分の計画より神のみこころを優先さ

せ、その責任を果たしたらローマに行くことにしていた。しかしパウロはこの宣

教計画が危険と困難に満ちたものであることをよく知っていた。これからどの

ようなことが起こるかわからず、不安であった。それゆえ「……どうか、共に力

をつくして、わたしのために神に祈ってほしい。」（30節）と、懇願しているの

である。 

 

８月２８日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１６：１～１６ 

「主を愛する多くの聖徒たち」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA161.mp3  

パウロが記したローマ人への手紙を携えて行く婦人執事フィベを、信仰による

配慮をもって紹介しています。ケンクレヤはコリント東方の港町で、彼女の信仰

と人格は「多くの人の援助者」という言葉に表れています。パウロの同労者プリ

スカとアクラの「自分の首をさえ差し出してくれた」献身的な協力を深く感謝し

ています。いのちの危険をも顧みずパウロを支えました。彼らはポント生まれの

ユダヤ人で、皇帝クラウデオのユダヤ人追放でローマからコリントにのがれた

際、パウロと出会い一緒に天幕作りをしながら伝道しました。異邦人のすべての

教会が彼らに感謝していると記しています。このような多くの聖徒や協力者が

いた初代教会が聖霊に導かれて伝道の進展を見たことは使徒行伝に記録されて

います。現在のような教会はなく、信仰者が家を解放し集会を持ち「家の教会」

と呼んでいました。奴隷という立場の人々も主にある家族でした。主を愛し生き

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA153.mp3
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生きと仕えた信仰者たちの姿です。 

 

８月２９日  今日の通読箇所 ローマ人への手紙１６：１７～２７ 

「勧告と挨拶と頌栄」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA162.mp3  

パウロは挨拶の途中で突然、誤った教えによって分裂をもたらす者たちに気を

つけ、彼らから遠ざかりなさい、と勧告している。ローマ教会にも誤った教えや

人間的な党派心によって、分裂とつまずきを起こす者たちがいたからである。彼

らは誤った教えを説くだけでなく、自分たちの党派をふやすため、美辞麗句を持

って欺いている。宗教を、欲望を満たす手段にしているのである。だからイエス

様は、弟子たちを宣教に派遣する時、「へびのように賢く、はとのように素直で

あれ。」と言われた。この手紙の終わりの部分は、パウロと福音のために働く人

たち、すなわち共に働くテモテから、また共に生きるルキオ、ヤソン、ソシパテ

ロ、この手紙の筆記者テルテオから、そして共に証する、ガイオ、エラストと兄

弟クワルトから、という挨拶で締めくくっている。最後は頌栄で、パウロの信仰

と賛美が結晶されており、福音の宣教によって、歴史における神様の奥義が実現

し、神様がほめたたえられている。 

 

８月３０日  今日の通読箇所 コリント人への第一の手紙１：１～９ 

「神の教会」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/461KORI011.mp3  

使徒パウロは、第三次伝道旅行のほとんどの期間をエペソで過ごした。使徒行伝

２０章３１節にあるパウロ自身の回顧の言葉によると、３年間をそこで費やし

ている。この期間中にコリント教会との様々なやりとりがあった。同教会のある

者たちから教会内に分裂のあることを聞かされ、また幾つかの質問ももたらさ

れたので、パウロはそれに答えて、本書を書いたのである。挨拶のあとパウロは

感謝をあらわしている。手紙全体が叱責で満ちているのに、「すべての言葉にも

すべての知識にも恵まれ、キリストのためのあかしが、あなたがたのうちに確か

なものとされ、」とあるのは、お世辞的かと思われるかもしれない。しかし、パ

ウロにとっては、すべてのコリント教会員が、異教徒になったわけではなく、多

くの問題があるとはいえ、キリストのからだに属する者であるとすれば、彼らも

神の恵みと賜物を受けている者であり、再臨の主を待ち望む者であると考える

のは当然のことであろう。今は彼らの信仰が最低の状態であるとしても、彼らを

愛するパウロにとっては、「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」者として、彼らを見ていたに違いない。 

 

 

８月３１日  今日の通読箇所 コリント人への第一の手紙１：１０～１７ 

「救ってくださった愛の神に応えて歩むこと」 

 https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/461KORI012.mp3  

「神は真実なかたである。あなたがたは神によって召され、御子、わたしたちの

https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/45ROMA162.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/461KORI011.mp3
https://tatebayashi-kk.org/devotion/tsudoku/461KORI012.mp3
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主イエス・キリストとの交わりに、はいらせていただいたのである。」（1章 9

節）。神様は、わたしたちを愛して救いに導いてくださいました。イエス・キリ

スト様を信じて救われました。イエス様は十字架で死に、よみがえってくださっ

た救い主です。この愛の神様に心も生活も人生も応えるのが信仰生活です。パウ

ロはこの手紙に「お互の間に分争がないようにし、同じ心、同じ思いになって、

堅く結び合っていてほしい。」（10 節）と記しました。自分の主張を押し通そ

うとする自我に仕えるのか、それとも、わたしたちを愛し御子キリストさえ遣わ

してくださった神に従い仕えるのか。信仰の戦いです。キリストを信じる以前の

古い自分はキリストと共に十字架につけられたこと、今はキリストが内に生き

ておられることを、信仰によって自分に適用して歩むべきことを教えられます。

（ガラテヤ人への手紙 2章 19、20節） 

 


