聖書日課
１月１８日（木）なおりたいのか

日本ホーリネス教団 高知グレースチャペル

２０１８． １．１４

ヨハ5：1～18

●内容観察
イエスさまはベテスダの池の横たわっていた38年間も病気に悩む人をい
やされました。ユダヤ人たちは床を取り上げた人に対し、安息日を破った
と責め、そのように命じたイエスさまを憎みました。
●静聴と適用
〈避けるべき罪〉6 ～ 7 節：ベテスダの池のかたわらに横たわるこの人
に対する「なおりたいのか」というイエスさまの問いに、
「水が動く時に、
わたしを池の中に入れてくれる人がいません」と半ばあきらめの境地がつ
ぶやかれます。彼はなおりたいという願いがありながらも、神さまではな
く、誰も助けてくれないという人に対する不満と失望が先立っています。
〈教え〉8 ～ 9節：イエスさまは38年も病に苦しむこの男に対して、
「起
きて、床をとり上げ…歩きなさい」と言われました。するとこの人は、す
ぐにイエスさまのみ声に従い床をとり上げて歩いて行きました。
〈示された罪〉10，16 ～ 19 節：その様子を見ていたユダヤ人たちは、
安息日に床をとり上げたこの男といやされたイエスさまを責めました。律

法主義が彼らを盲目にさせたのです。
〈教え〉13 ～ 15 節：この人は、自分をいやしてくださった方が誰なの
かを知りませんでした。しかし、イエスさまは再び彼に現れて、ご自身が
誰であるのかを彼に教え、救いに導かれました。
●今日のお祈り
人にではなく、イエスさまに従う者として下さい。また、私の心の内に
有る律法主義が、さばくことに加担することがないようにして下さい。
●応答と実践
＊誰からも助けを受けられない人が周りにいませんか。イエスさまのよう
に声をかけ、助けの手を伸ばしましょう。
＊裁く心、妬みは私たちの目を見えなくさせます。律法主義的な心を退け
ましょう。
＊しるしや奇跡を体験するだけでなく、イエスさまとの人格的関係を大切
にしましょう。

１月１９日（金） 父と子は一つ ヨハ5：19～29
●内容観察
イエスさまはご自身が天の父から遣わされたことを明らかにされました。
そして、子は天の父のみこころ行うこと、子によって人はいのちを受ける
こと、子に一切の裁きがゆだねられていることを教えられました。
●静聴と適用
【御子】19 節：安息日にいやしをし、神さまを自分の父と呼んだイエス
さまに対して憎しみを持ったユダヤ人たちに対して、イエスさまの行われ
たことは父のなさることだと言われます。
「自分からは何事もすることがで
きない」とは、父と一つであるということです。イエスさまは父なる神さ
まと愛の信頼関係で結ばれ、完全に一つとなっておられます。
【御父】20 節：神さまは御子イエスさまに、ご自身のみこころをお示し
になりました。イエスさまが天に上げられた今、神さまはイエスさまを信
じる私たち一人一人にみこころを示し、私たちを通してこの地上での働き
を行われます。
【御子】22，24 ～ 29 節：イエスさまは天の父なる神から、さばきの全
権をゆだねられました。私たちがこの方を信じるか信じないかを決めたそ

の瞬間、さばきが決まります。イエスさまを信じ、イエスさまを遣わされ
た父なる神さまを信じるなら、さばきを免れ、永遠のいのちが与えられる
のです。
●今日のお祈り
あなたはイエスさまを通してあなたの御心をお示しになりました。私た
ちもあなたの働きを行う者とさせていただくために、あなたの御心を教え
て下さい。また、イエスさまを信じ、永遠の裁きから救い出してくださっ
たことを感謝します。
●応答と実践
＊イエスさまが父なる神さまのみこころを行われたように、神さまの御心
を行うために、神さまの御心を御言の中に求めましょう。
＊さばき主なるイエスさまを信じることによって、さばきを免れ、永遠の
いのちをいただきました。このすばらしい救いを感謝し、人々に伝えまし
ょう。
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《今月の御言》
あなたがたは、使徒たちや預言者たちという土台の上に
建てられたものであって、キリスト イエスご自身が
隅のかしら石である。このキリストにあって、建物全体が
組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、
そしてあなたがたも、主にあって共に建てられて、
霊なる神のすまいとなるのである。
（エペソ2：20～22）

一 同
牧 師
一 同
牧 師
一 同
－－兄
起 立
牧 師

《今週の御言》
あなたがたはキリストのからだであり、
ひとりびとりはその肢体である。
（Ⅰコリント12：27）

１月２０日（土） キリスト証言の御言 ヨハ5：30～47
●内容観察
聖書はイエスさまご自身についてあかしする書です。モーセもキリスト
のことを書き記しました。モーセを信じる者は、キリストを受け入れるは
ずです。しかし、彼らはイエスさまを信じ受け入れる事がありませんでし
た。
●静聴と適用
【御子】31 ～ 32，36 ～ 39 節：イエスさまご自身でご自身の事を証し
するまでもなく、ご自身のわざと聖書を通してイエスさまの事があかしさ
れています。聖書はイエスさまについてあかしをするものです。
〈避けるべき行動〉39 ～ 47 節：聖書が書かれた目的はすべて、イエス
さまが救い主であることを悟らせることです。モーセが書き記したモーセ
五書も、イエスさまを指し示しているのです。ところがユダヤ人たちは、
聖書をよく読んでいながら、イエスさまを信じ受け入れませんでした。

１月２１日（日） 沈黙の中にも祈りを聞かれる神
●内容観察
詩篇の作者は、沈黙しておられる神に、敵がイスラエルを攻撃してい
ることを訴えます。そして速やかに介入し、救ってくださるようにと叫
びつつ祈っています。
●静聴と適用
〈模範〉1 ～ 2 節：敵が騒ぎ立ち、敵の憎しみの中にありながらも、
神さまは沈黙されています。作者は沈黙される神さまに対して、助けを
求めています。
〈模範〉2 ～ 8，18 節：周辺の国民は神を憎み、イスラエルの滅亡を
望んでいます。詩篇の作者は彼らが神の懲らしめを受け、最終的にはす
べての支配者である神さまを知って、その前にひれ伏すことを求めてい
ます。
〈模範〉9 ～ 18 節：詩篇の作者は攻撃する敵に対して、神さまご自身
が介入し、彼らを滅ぼしてくださるようにと祈っています。神の民は自
ら復讐するのではなく、神さまが状況を打開してくださるのです（ロマ
12：19）。
●今日のお祈り
多くの敵が私を取り囲んでいますが、私は主に助けを祈り求めます。
私を迫害する人々のために祈る力を与えてください。

〈模範、避けるべき行動〉41，44節：イエスさまは、人から誉れを受ける
事はなされませんでした。しかし、ユダヤ人たちは、互いに誉れを受けな
がらも神さまからの誉れを求めようともしませんでした。
●今日のお祈り
イエスさまをあかしする聖書のみことばを通して、あなたが救い主であ
ることを教えて下さい。心からあなたを信じて受け入れる事が出来ますよ
うに。
●応答と実践
＊イエスさまが救い主であることを聖書の証言を通して悟ることが出来る
ように祈りつつ、聖霊に寄り頼んで御言を読みましょう。
＊人からの誉れを求めるのではなく、ただ神さまからいただく、救いの栄
誉を受けることを求めましょう。

《今週のスケジュール》
15（月）
16（火）
17（水） 0945～ 越知祈祷会 1130～Ｔ＆Ｍ 2000～ 伊野祈祷会
18（木） 1600～､2000～Ｔ＆Ｍ
19（金） 2000～Ｔ＆Ｍ
20（土）
21（日） 1015～ Worship Time、1030～ 主日礼拝

詩83：1～18

1400～ 全四国キリスト国際伝道大会会議（松山桑原教会）

●応答と実践
＊敵に取り囲まれ、憎しみの対象になるような苦境に立たされているなら、
神さまに助けを祈り求めましょう。
＊神さまを知らない人々や、迫害する人たちのために祈りましょう。
＊自分の力で復讐することをやめ、神さまの介入を求めて祈りましょう。
次週礼拝で開かれる次週の御言
Ⅰコリント13：1～７
「もし愛がなければ」
次週の賛美
鹿のように､主の足もとに､主は良いお方
いつも喜んでいよう
新聖歌2､新聖歌388､新聖歌89

＊ご都合の悪い場合や変更が必要な場合は、前週までにお知らせ下さい。

NOTE
オレブとゼエル（11） ミデヤンの圧制からイスラエルを解放する戦争の際、士
師ギデオンの軍隊が殺したミデヤンの首長たち（士7：25）。
ゼバとザルムンナ（11） 士師ギデオンが殺したミデヤンの王たち（士8：4 . 21）。

《2018年標語》
「神の住まいとなる教会」
①御言とキリストが土台
②主に組み合わされる聖なる宮
③主と共に建てる霊なる住まい

《2018年の御言》

《2018年目標》

このキリストにあって、建物全体が組み合わされ、 ① 日常の霊的な生活（ディボーションの祝福）
主にある聖なる宮に成長し、そしてあなたがたも、 ② 主の臨在を仰ぐ礼拝（霊とまことの礼拝）
主にあって共に建てられて、霊なる神のすまい
③ 祈りの充実（とりなしの祈祷会）
となるのである。（エペソ2：21～22）
④ 育成と宣教の充実（Church Multiplication）

《十年ビジョン目標》
神の約束の実現のために
①古きを捨て去る（悔い改め）
②約束の実現（救いの確信）
③荒野に水砂漠に川を（御霊の充満）

《十年ビジョン御言》
見よ、わたしは新しい事をなす。やがてそれは起る、
あなたがたはそれを知らないのか。
わたしは荒野に道を設け、さばくに川を流れさせる。
（イザヤ43：19 ）
報

◇新しい年に成人を迎えられた－－－兄と－－－－兄の二人のために祝福式を計画し
ていましたが、都合により次週に変更いたしました。
◇本日は、愛餐会後に徳島にあるドームハウスを見学いたします。参加者は、－－兄、
－－兄、－－兄、－－姉、－－姉の五人となります。

《ビジョン》
新しいみわざの実現
① 霊的革新
② 宣教の前進
③ 新会堂を

告
◇全四国クリスチャン修養会が、2月2日（金）～3日（土）に奥道後湯之守にて開か
れます。講師は姫井雅夫師、鬼無律有師、唐渡弘師になります。

礼拝説教要約

◎聖書箇所…Ⅰコリント12：12～31

キリストのからだなる教会

新年になって、すでに2週間が経ちました。
「小さい頃は、一年が長く感じたのに、大人になるとどうして時が経つのが短く感じるのでしょうか」という質問がある番組で流れて
いました。あっという間に時は過ぎ去るものです。この年も一時一時、主から与えられている貴重な時間を大切にして、主に喜ばれる一年にしたいものです。
本日は、教会に与えられたエペソ書2章の「神の住まいと教会になる」のむテーマを受けて、教会と言うことを考えて生きたいと思います。教会は建物ではありませんで私たち
自身が大切なのですが、エペソ書を書いたパウロは、コリント書でも教会について書いています。パウロは教会をからだにたとえています。本日は「キリストのからだなる教会」
をテーマに御言をお開きいたします。
ています。
「御霊の一致」は、
「御霊が生み出してくださった一致」です。聖霊による
１．からだなる教会は一つ
一致だけが、神に喜ばれ、私たちが満足することのできる一致です。この一致がある
私たちのからだはたくさんの器官から成り立っています。足と手があります。耳と
から、私たちはバラエティ（多様性）の中にもユニティー（一致）を保つことが出来
目と鼻と口があります。頭もあります。さらに人間の内部にもさまざまな器官があり
るのです。
ます。胃とか腸などの消化器系統、気管や肺などの呼吸器系統、心臓や血管、頭脳や
神経、骨や筋肉があります。ちょっと考えてみただけでも、数え切れないほどの器官
２．からだなる教会の調和
で私たちのからだが成り立っています。このからだの概念こそ、キリスト教会の組織
コリントの教会は賜物の豊かな教会でした。特に異言の賜物を持たない者の中に、
の鍵なのです。教会は、キリストを頭とするからだです。私たちに与えられた賜物や
自分のような者は体に属していないのだと考える者がいました。それとは逆に賜物の
奉仕や働きはいろいろあるけれども、すべてキリストにあって一つです。
ある者がないものに向かって、
「おまえはいらない」
（21）という問題があったのかも
コリントの教会には、
「ユダヤ人もギリシヤ人も、奴隷も自由人」
（13）もいました。
知れません。日本の教会は女性が多くなる傾向性があります。また、最近では老人が
おそらく商売人も役人もいたことでしょう。立場の弱い者も強い者もいたことでしょ
多くを占める教会が多くなってきました。教区の賛美大会でも、
「聖歌以外のワーシ
う。富める者も貧しい者もいたことでしょう。実にバラエティに富んだ人々の集まり
ップソングなどにはついて行けない」
。
「立ったままの賛美はつらい」などの意見が出
であったことでしょう。いつの時代も、教会はそんな所なのかも知れません。実にバ
されて、若者のたちへの配慮、反対に老人たちへの配慮の必要を感じるようになって
ラエティーに富んでいる人々の集まりです。しかし、いろんな人が集まっていとして
きました。むしろ、お互いの存在を認め、いたわり、大切にすることを失うことは、
も、最大の特徴は「一つ」であることです。パウロは「肢体は多くあるが、からだは
「おまえはいらない」
（21）と言っているのと同じですが注意が必要です。
一つなのである」
（20）と述べています。バラエティーの中にもユニティーがあるの
しかし、
「他よりも弱く見える肢体が、かえって必要」
（22）であり、
「それぞれの
です。
肢体が互にいたわり合うため」
（25）に「からだに調和をお与えになった」
（２４）と
どうして、私たちはいろいろと違いがあるのに一つでいられるのでしょうか。
「一
教えています。からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはなら
つの御霊によって、一つのからだとなるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御
ないものなのです。
霊を飲んだからである」
（13）と、私たちは一つの御霊によって一つとされているの
「それは、からだの中に分裂がなく、それぞれの肢体が互にいたわり合うためなので
です。エペソ4：3で「御霊の一致」と呼ばれています。英語では "The unity of the
ある」
（25）
。
「いたわり合う」とは、
「配慮し合う」
（新改訳17）
「心を配り合う」
（塚
Spirit" です。英国を代表する教会、ウェストミンスター チャペルの牧師だったマー
本訳）ということです。
ティン･ロイド･ジョーンズは「ある種の人々は、聖霊による生まれ変わりを体験して
今年は新会堂建築を準備することになりそうです。今日は午後から役員を中心に徳
おらず、キリストを信じる信仰を、たんに善行をする、道徳的である、教会の活動を
島まで、ドームハウスの見学に出かけることになります。どんな教会が建てられるの
することだと考えている。聖霊を正しく信じていない人と話しあっても意味がない。
でしょうか。とても楽しみです。それと同時にはだかる困難の数々もむしすることは
私たちの一致は聖霊の一致であって、聖霊を持たない人々と一致することはできない」
できません。
（
『キリスト者の一致』
）と言っています。特に、聖霊を信じ、聖霊によって生かされ、
限られた資金、限られた土地の広さと形状などの制約がある中で、神さまの無限大
聖霊の満たしを求めている人々とは、信仰の一致、霊の一致を感じるものです。先日
の可能性を頂きながら、私たちの「信仰の表現としての教会建築」が問われるのです。
東京で開かれたセミナーに参加したとき、そこには外国からの宣教師や日本全国から
私たち一人一人の信仰の身丈に調和したキリストのからだなる教会が建てあげられる
教団教派を越えた牧師や伝道者、神学校の先生方が集まっていました。こうした方々
ことを祈り待ち望みましょう。
とは、教団教派を越えて、意見も、気持ちも一致し、とてもうれしかったことを覚え

祈祷会テキスト

サマリヤ伝道

○ 聖書箇所…ヨハネ4：1～42（4：4～26）14
○心の渇きをいやすイエスさま
エルサレムで過越の祭を過ごされたイエスさまは、ガリラヤに帰る途中、サマリヤのスカルという町を通過しようとされました。
⑥この女性が続いてイエスさまに投げかけた疑問は、礼拝すべき場所の事でした。ユ
①エルサレムからユダヤのガリラヤに向かわれました（3）
。ガリラヤに向かう道は、
ダヤ人はエルサレムでしたが、サマリヤの人々にとってはゲリジム山でした。
ヨルダン川に沿って北上する道のりの方が移動しやすい道のりでした。それなのに、
⇒しかし、イエスさまが言われたのは、ゲリジム山でもエルサレムでもないところで、
山間部の険しい山道をを通過する「サマリヤを通過しなければならなかった」と書か
「父を礼拝する」時が来ると言いました。また、
「霊とまこと」とをもって礼拝する
れています。サマリヤは、アッスリヤの植民地政策（Ⅱ列王17：24～）により、異邦
時が今来ていると言われました。神さまはどのような礼拝者を求めておられますか（2
人とユダヤ人の混血化が進められました。宗教的にはモーセ五書のみを正典としてゲ
4）
。あなたは主の求められるのにふさわしい礼拝者でしょうか。
リジム山での礼拝を主張したサマリヤ人に対して、ユダヤ人は対立してサマリヤの人
⑦この女性はイエスさまの話を聞きながら、
「キリストと呼ばれるメシヤ」
（25）のこ
々を次第に蔑（さげす）むようになりました。
とを思い起こしていました。
⇒それなのにサマリヤを通過しなければならなかったのは何故でしょうか。
⇒イエスさまの個人伝道は対話の中で、気づきを引き出されるように対応されました。
②イエスさまは旅の疲れを覚え、サマリヤのスカルという町の町外れにあるヤコブの
私たちも聖霊によって気づきが引き出されるようにイエスさまが救い主であることを
井戸の傍らで座っておられました。
示すことです。あなたはこの様な個人伝道で人を導いたことがありますか。この女性
⇒時は昼の12時頃でした。この井戸にひとりのサマリヤの女が水をくみに来ました。
は、水くみもそっちのけで水がめを残したまま町に戻り、
「さあ、見にきてごらんな
この事から、この女性が、この町でどのような存在であったかが分かりますか。
さい。もしかしたら、この人がキリストかもしれません」と伝えました。ここに増殖
③弟子たちは町の中に食物を買いに出かけていましたので、炎天下の井戸端にはイエ
が起こります。彼女は平和の人でした。平和の人の特徴は、
「福音に対して理解があ
スさまとこのサマリヤの女性だけでした。
ること」
「共同体においてよく知られていること」
「地域の人々に戦記容赦を快く紹介
⇒イエスさまはこの女性に「水を飲ませて下さい」とお願いしました。この女性は「ど
してくれる」という三点です。この女性はこの特徴に合っていますか。
うして…飲ませてくれとおっしゃるのですか」と答えました。それはどうしてでしょ
⑧買い出しから帰ってきた弟子たが食物を勧めました。
うか（9）
。
⇒しかしイエスさまは「あなたがたの知らない食物がある」
（32）と言われました。
④水を求めたイエスさまでしたが、女性の心の渇きにも迫ります。
「この水を飲む者
この食物はとは何でしょうか（34）
。
はだれでも、またかわく…わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、かわくことが
⑨サマリヤのスカルの町から人々がこぞってやってきたのを機会に、イエスさまはや
ないばかりか…永遠の命に至る水が、わきあがるであろう」
（13～14）
。
がてサマリヤに起こされる魂の刈り入れについて、
「目をあげて畑を見なさい。はや
⇒このメッセージはヨハネ福音書全体に貫かれているメッセージです。7：37～38､19
色づいて借り入れを待っている」
（35）と宣教の地を畑として語っています。
：28、34を開きましょう。イエスさまはこの女性に何を伝えようとしていたのでしょ
⇒畑の収穫には、蒔く者の労苦がなければ刈り取ることは出来ません。収穫は労苦の
うか。
見にあずかることです。私たちの宣教の収穫はどのような種まきの結果であったでし
⑤この女性の求めは相変わらず、飲み水の事であり、この町外れの井戸に水を久美に
ょうか。また、収穫を目指して私たちはどのような種まきをする必要があるでしょう
来なくても良いようになることでした（15）
。
か。
⇒イエスさまはそのような女性に対して、夫を呼ぶように言ったのは何故でしょうか
⑩サマリヤの町の人々はこぞってイエスさまを信じ受け入れました。
（17～18）
。
⇒彼らは何によってイエスさまを信じたのでしょうか（39～42）
。
⇒自分の素性を言い当てたイエスさまの事をどのように思っていましたか（19）
。

聖書日課
１月１４日（日） 弱い者や貧しい者たちの救いのために
●内容観察
地上で不正を行っている権威者、指導者たちに対して、真のさばき主で
あられる神さまがさばきを行うという内容です。
●静聴と適用
【御父】全体：さばき主なる神さまは、この世の指導者や裁判官に権威を
与えられますが、最終的なさばき主は神さまご自身です。また、すべての
権威の上に立つ最終的主権者なるお方です。
【御父】1 ～ 4 節：弱い者や貧しい者たちを不正に扱うこの世のさばき
に対して、彼らを公平に扱い、擁護し、悪しき者から救い出すように願っ
ておられます。
〈示された罪〉2，5節：不正なさばきを行い、悪しき者に好意を寄せるこ
の世の暗きをさまよう人々は、神のさばきを受ける事になります。
〈模範〉8節：この詩篇の作者の願いは、すべての国民のために、起きて
地をさばいて下さいと願いました。すべての国民は神さまのものだからで
す（使徒18：10）
。

１月１５日（月） まことの礼拝者

詩82：1～8

●今日のお祈り
あなたが弱い者と貧しい者を救われるお方です。不正な裁きを行う悪し
き者をさばき、あなたの民をお救い下さい。

●応答と実践
＊あなたの周囲には、弱い者、苦しむ者、乏しい者、貧しい者はいません
か。彼らの救いのために名を挙げて祈りましょう。また、彼らが救われる
ように擁護し、救いのために手をさしのべましょう。
＊不正なさばきを行う悪しき者たちは、この世の暗きをさまよう人々です。
彼らは神さまを知ることも神さまの御心を悟る事も出来ないのです。政治
家や指導者が間違った判断をすることがないように、また、彼らの救いの
ためにも祈りましょう。

ヨハ4：15～26

●内容観察
イエスさまは、かわくことのない水を求めるサマリヤの女性に、霊とま
ことによって礼拝する時が今来ていると語られます。そして、ご自身がキ
リストであることを明らかにされました。
●静聴と適用
【御子】15 ～ 18 節：イエスさまはサマリヤの女には、これまで５人の
夫がいたことや、今一緒にいる男性が夫ではないことなどを明らかにされ
ました。彼女にとっては一番触れられたくないことだったでしょう。しか
しイエスさまは、かわくことのない水を得るために、あえてその隠れた部
分に踏み込まれました。命の水を得るためには、傷ついた隠れた部分が癒
やされる必要があるのです。彼女はイエスさまの前に心を開きました。そ
こから彼女の救いといやしは始まったのです。
〈教え〉19～22節：サマリヤの女性はイエスさまを預言者と見なしました。
そして、ユダヤ人とサマリヤ人の礼拝の場所が違うことについてイエスさ
まに語りました。この語りかけはイエスさまに対する更なる求めであった
に違いありません。血筋の違い、神殿の違いなどが、イエスさまを受け入
れる障害となっていたのでしょう。イエスさまは礼拝は場所ではなく、場
所は問わず父なる神を礼拝する時が来ることを示されました。
〈模範〉23 ～ 24 節：イエスさまはまことの礼拝者を求めておられます。
飢え渇いているこの女性のために、イエスさまはわざわざサマリヤを通り、
ご自身が救い主であることを知らされました。サマリヤの女はイエスさま

に出会い、このお方を信じて、まことの礼拝者となったのです。
【御子】26 節：この女性はキリストと呼ばれるメシヤ（救い主）を待ち
望んでいたにもかかわらず、目の前におられるお方がキリストご自身であ
ることを悟ることができませんでした。しかしイエスさまは「このわたし
が、それである」とはっきりと示されました。
●今日のお祈り
あなたはサマリヤの女にも示されたように、あなたがキリストであり、
メシヤである事を教えてくださったことを感謝いたします。霊とまことと
をもってあなたを礼拝するまことの礼拝者として下さい。
NOTE
この山（20） サマリヤにあるゲリジム山のこと。エルサレムの神殿が再建された時、
サマリヤ人はゲリジム山に別の神殿を建て、神さまを礼拝した。

●応答と実践
＊あなたには、命の水を得るための障害となっている隠されている罪や傷、
痛みはありませんか。イエスさまにさらけ出して癒やしていただきましょ
う。
＊イエスさまが救い主であることをますます深く知り、確信が更に強めら
れるように求めましょう。
＊神さまを霊とまことによって礼拝するまことの礼拝者となることを求め
ましょう。

１月１６日（火） 畑は色づいている ヨハ4：27～42
●内容観察
サマリヤの女は、町に帰り、イエスさまのことを町中の人に言い広めま
した。その言葉を聞いた人たちは、イエスさまのところに来て、2 日間を
ともに過ごしました。すると大勢の者がイエスさまを信じました。
●静聴と適用
【御子】27 節：弟子たちも話しかけられなかったサマリヤの女性に、イ
エスさまは自ら近寄り、導いておられました。イエスさまは民族や人種に
よる偏見がなく、その人の心の飢え渇きを見ておられるのです。
〈模範〉28 ～ 30 節：女性は水がめを置いたまま町に帰り、イエスさま
のことをキリストかも知れないと伝えました。結婚生活に破綻し、地域か
らものけ者にされていたかも知れないこの女性が、イエスさまとの出会い
によってこれほどまでにも変えられました。彼女はキリストを伝える者と
して用いられたのです。
【御子】31 ～ 34 節：食べ物を買い出しに行っていた弟子たちがイエス
さまの元に帰り食べ物を勧めると、イエスさまは「あなたがたの知らない
食物がある」
（32）と言われました。それは、イエスさまを「つかわされ
たかたのみこころを行い、そのみわざをなし遂げる」
（34）ことでした。
イエスさまにとって、救いのみわざこそが霊的な糧であったのです。
〈教え〉35 ～ 38 節：イエスさまはサマリヤを宣教地として畑になぞら
えて、
「目をあげて畑を見なさい」と言われました。早くも色づいた畑は刈

り入れを待っていると言われます。蒔く者の苦労がなければ、労苦の実で
ある喜びの刈り入れはありません。
〈模範〉39 ～ 41 節：一人のサマリヤ人の証しにより、サマリヤ全土に
救いが起こりました。主は備えられた一人の魂を通して、伝道の門を開か
れます。救われた方を大切な主の証し人として育てていきましょう。
〈教え〉42 節：初めはサマリヤの女の証しを聞いて信じたサマリヤの人
々は、イエスさまと直接交わった後に、自分の信仰によってイエスさまを
救い主と確信しました。聞いただけの信仰や親からの信仰ではなく、直接
主と交わり、自らの信仰を持つことが大切です。
●今日のお祈り
あなたが備えられた、サマリヤの女性のような平和の人と出会わせてく
ださい。救いのために、私を用いください。
●応答と実践
＊差別や偏見を取り除いて、福音を伝えていきましょう。畑は色づいてい
るのです。
＊救いは、種まきと刈り取りです。福音を伝えて終わりではなく、救われ
た人が証し人となるまで育てましょう。
＊イエスさまが救い主であるという確信が更に深められるように、聖書を
読み、神さまと祈り交わりの時間を大切にしましょう。

１月１７日（水） イエスさまの言葉を信じて ヨハ4：43～54
●内容観察
病気のむすこを持つ役人がイエスさまを訪ね、助けを求めました。イエ
スさまが「むすこは助かる」と言われ、父親を帰らせると、その家の僕た
ちによってむすこが助かったことが告げられました。イエスさまが言われ
たその時刻に病気はいやされていました。
●静聴と適用
〈教え〉44 ～ 45 節：イエスさまは、ご自分を受け入れない故郷を去っ
て（参／ヨハ4：1 ～ 3）
、福音に耳を傾けるところで伝道されました。そ
れは、限られた3年間の働きの中で、一人でも多くの魂を救いに導くため
でした。
〈模範〉46 ～51 節：死にかかっていた病気のむすこを持つカペナウムの
役人は、カナにいるイエスさまの事を聞き、駆けつけました。距離にして
2～30キロの道のりを尋ねてきたのです。彼はイエスさまがエルサレムで
なされたことを知ってか、カナの婚礼のしるしを聞いてかどうか分かりま
せんが、イエスさまに望みを託して尋ねてきたのです。しかし、イエスさ

まは「しるしと奇跡を見ない限り、決して信じない」
（48）ということを
戒められました。また、
「死なないうちにきて下さい」
（49）という役人の
求めを退けて、ただ、
「むすこは助かるのだ」
（50）というイエスさまの言
葉を信じて帰って行きました」が、そのように言われた時刻にいやされて
いました。
●今日のお祈り
しるしや奇跡を見て信じるのではなくて、イエスさまのお言葉を信じて
従う事が出来ますように。
●応答と実践
＊福音を歓迎する平和の人がどこかで福音を伝える者を待っているかも知
れません。受け入れない人々にこだわって、救いを必要としている人々を
犠牲にすることがないようにしましょう。
＊しるしや奇跡を見たから信じるのではなく、イエスさまのお言葉を信じ
て従いましょう。

