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それでは！こんばんは。週半ば、木曜の夜「（旧約）聖書の学び」へようこそ。聖書を、書ごと、章ごと、

節ごとに学んでいます。数週間ぶりに、この素晴らしい「イザヤ書」の学びを再開します。48 章まで学

び終えていましたね。学びの終わりに聖餐式をしますので、今夜も、1 章だけを取り上げます。オンライ

ンでご覧になっている方、聖餐式セットを準備しておいてください。終わりに一緒に与りたいと思いま

す。御心により、今から神の御言葉の中の、非常に興味深い章を学んでいきます。主が私たちにご用意下

さっている事が楽しみです。では祈りから始めます。神に、今夜の御言葉におけるこの時間を祝福下さる

ようお願いしましょう。天のお父様。ありがとうございます。主よ、私たちは、本当に感謝の気持ちでい

っぱいです。本当に感謝してもしきれません。主よ、あなたは大変良いお方であり、素晴らしいお方です。 

また愛に溢れるお方です。あなたはとても長い間ご忍耐され、優しく、慈悲深く、赦して下さいます。主

よ、今夜私たちは、ただあなたが必要だと容易く認識する民としてここにいます。お～主よ。あなたが必

要なのです。そして聖霊が必要なのです。あなたの御言葉におけるこの時間が必要なのです。ですから主

よ、あなたが私たちを導き、私たちを新たに満たし、新たに洗礼を授けてくださいますように。私たちの

多くが、忙しい生活のストレスや心配事、問題を抱え、忙しい一日、忙しい一週間を過ごした後ここに来

ています。木曜日の夜のこの時間は、間違いなく私たちの聖餐式のお祝いで、私たちにとって必要な休息

と聖域、共に集まれる、共に聖書を開き、心を開く時間です。聖霊が自由にアクセスくださり、私たちの

心の奥底の必要な部分に、あなたの力強い御手で触れて下さいますように。主よ、私たちは本当に期待し

ています。あなたのこの御言葉において今夜あなたがご用意下さっていることを楽しみにしているので

す。主よあなたが、今夜の聖書の学びを祝福下さいますように。あなただけが御出来になる通り、いつも

して下さる通り、お語り下さい。主よ、あなたがなさる時、聖霊の小さな静かな声で語られる時は、愚か

な者に分かるように、私たちの人生へ、はっきりお話しください。ですから主よ、あなたがなさって下さ

る事を前もって感謝します。イエスの御名によって祈ります。アーメン、アーメン。それでは！今夜の章

は、より良い言葉が見つかりませんが、再度、興味深い箇所です。この章で描かれているのは、控えめに

言っても平和の王であり、世界の救い主イエスの力強い姿が描かれています。そうすることで、神は、預

言者イザヤを通して、安心を必要な民に、安心をさせられます。覚えておいてください。これはバビロン

捕囚なのです。神の民がバビロンに捕らえられているのです。彼らは解放してくださる救世主が絶対的

に必要なのです。イエスが彼らの救世主です。イエスが彼らの救い主です。ある意味、預言者イザヤを通

して、この章で、イエスが民にご自分を一人称で説明し、自己紹介なさるのです。これは、神の民への安

心感なのです。何があっても、そのように思えないかもしれなくても、主は決して民をお忘れにはなられ

ない、民を力づけられます。これから見ていく通り、この章は、イエスの来臨についての預言者イザヤの

預言に相対して、イエス・キリストという人物が全てです。そしてまさに、イエス・キリストの御言葉そ

のものです。今夜の聖書の学びに入る前に、前置きが必要です。初っ端からいくつか、ちょっとゴツゴツ

なところがあるので、お知らせしておきます。そんな単語を使うのをお許しください。この単語、ちょっ

と気に入っています。80 年代的なのは分かっていますが、構いません。この”ゴツゴツした”という単語

のせいで、把握するのが難しいというか、違和感があります。さらに踏み込んで言えば、イエスがどうい

う方か、どんな方かに関して、私たちへの挑戦的なのです。良い意味ですが。イエスがこの世におられた



とき、そして公の働きをされていたときのイエスのお姿について、私たち誰もが先入観がありますよね。

しかし今夜は、イエスの一面を見ることになるでしょう。イエスがどのような方だったかある人にとっ

ては新しいものかもしれないし、少し居心地の悪いものかもしれないし、イエス・キリストという人物が

どういう方か皆さんが長年抱いてきた信念挑戦するものかもしれません。ですから、お付き合いいただ

きたいと思います私は最善を尽くします。今夜の学びの準備に一日中祈りました。というのも、今晩私た

ちの目の前にある章は、そのような祈りを必要とする章であり、そう、1 節からそれが始まるからです。 

これは、イエスが預言者イザヤを通して、話しておられるのです。これはイエスご自身が話しておられる

のです。皆さんがその理由をすぐ分かられるのを願います。では 1 節から、準備はいいですか？ この

前置きはいかがでしょうか。OK。 
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1 島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は、生まれる前から私を召し、母の胎内にいたと

きから私の名を呼ばれた。 

主は私の名前に言及し、"私の"が大文字であることに留意ください。 

2 主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私をかくまい、私を研ぎ澄まされた矢とし、主の矢筒の中

に私を隠された。 

これは、キリストの幼少期から 30 歳で伝道開始までの「隠された時代」を意味しているのではと考える

人もいて、可能性は十分にありますが、この２つの節は、意味の深い救世主御自身の処女降誕と公のミニ

ストリーそのものに関する、”ベツレヘム前（誕生前）”預言なのです。”母の胎内にいたときから”は、処

女降誕のことです。主はわたしを胎内から形成され、召された。世の救世主は、処女から誕生する。一年

のうちで最も素晴らしい時期だと思います。このような話をしながら、私たちは 救い主の誕生を祝いま

す。これは救い主ご自身が、世の救い主としてご自身の処女降誕が胎内で召されていたという預言を言

及しておられます。3節、 
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3 そして、（彼は＝神は）私（神の御子）に言われた。「あなたはわたしのしもべ。イスラエルよ、... 

待ってください。イエスではなく、イスラエル？？ お待ちください。 

...わたしはあなたのうちに、わたしの栄光を現す。」 

4 しかし私は言った。「私は無駄な骨折りをしていたずらに空しく自分の力を使い果たした。それでも、

私の正しい訴えは主とともにあり、私の報いは私の神とともにある。」 

OK。この箇所に取り組む必要がありますね。では、言わば腕まくりをして、取りかかりましょう。これ

はイエスです。再び、ご自分をイスラエルと呼び、ご自身について話しておられるのです。なぜか？ 

イスラエルという名称は、神によって統治されているという意味です。イエスは、まことに神によって統

治されていたからです。しかしながら、ここからがちょっとしたポイントです。再度、”ゴツゴツした”と

いう単語は使いたくありませんが、言ってしまいました。ちょっとしたことで厳しくなったり、不安にな

ったり、言わば難しくさえなったりします。理由は、イエスが本当に神のご支配のイスラエルなだけでは

く、サタンの誘惑にもあっておられたからですお聞きください。イエスが 4 節で、”私は無駄な骨折りを

して”と仰るのは、どういう意味でしょうか。”いたずらに空しく自分の力を使い果たした。”ですって？ 

それってイエスが話しておられるのですか？ ーそうですよ。しかしイエスはこう仰います。”それでも、

私の正しい訴えは主とともにあり、私の報いは私の神とともにある。”言い換えれば、そう、イエスが仰



っているのは、「わたしは神にご支配され、神に召され、しかし、サタンの誘惑にもあいました。しかし、

わたしは乗り越えました。」このことはいくつかの面で重要であり、その中でもイエスは、あらゆる方法

で誘惑されたということです。しかし決して罪を犯されなかった。誘惑されても罪を犯さなかったとい

う意味です。ヤコブが言います。 

「（誘惑され）欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。」（ヤコブ 1：15） 

想像してみてください。誘惑されただけで罪になるとしたら？ それは神への冒涜です。 イエスは誘惑

されたのですから。でもイエスは打ち勝たれた。誘惑されることが罪ではありません。ではなぜ、世の救

い主が、ご自分のことを「無駄な骨折りをした」「空しく自分の力を使い果たした」と仰るのでしょうか。 

なぜならこれが、イエスがどういう方であるかについての、皆さんの従来の信念に対して挑戦となるか

もしれないからです。イエスは 100％人間で、100％神です。私たちと同じように、あらゆる点で誘惑さ

れたにもかかわらず、罪のないままでおられたのです。その意味は、イエスは私たちが苦労するように 

苦労なさったのです。イエスは、私たちが疲れるように、疲れておられました。イエスは眠られたし、 

イエスは涙を流されました。福音書から分かりますね。その記述が、私のお気に入りの箇所ですが、イエ

スが眠っておられる時、疲れてらっしゃったのですが、イエスは嵐の中の船の上で眠っておられました。 

それで弟子たちがイエスを揺り起こすのです。彼らはイエスに怒っています。弟子たちはこんな風です。 

「何とも思わないのですか？ 我々は死んでしまいます！！！」するとイエスはこうです「なぜわたし

を起こしたのですか？ わたしは睡眠が必要なのです。」そして仰います。「静まれ！」嵐を静められ、こ

う仰います。「もう、寝てもいいですか？ わたしを起こさないでください。」福音書にあるように、そう

いう時があったのですよ。これがまた違和感があります。大勢の人がいて、大声を出して、救世主をひと

目見ようとした。癒しを必要としている多くの人々がいて、しかし、イエスは立ち去ってしまわれます。 

そして、人々の必要を満たされず、天の御父と二人になられます。ギアが固まってしまいますよね。それ

ってちょっと待ってください。なぜなのか？ なぜなら立ち去る必要があったからです。イエスは 100％

人間で、100％神です。イエスの公のミニストリーで、それらが必要なのは分かっていますが、より大き

な必要性は、ご自分が御父のもとに行かれること、という場面が何度もあります。この後、次の 5節で、

そのことを話していきます。えっと、その前にもう一つ、これを一緒に考えてほしいのです。イエスがサ

タンの誘惑を受けられた時、荒野で、40日 40夜断食をされていた時で、大変興味深い詳細記述は、サタ

ンは、イエスが疲れておられ、文字通りの瀬戸際、大変空腹であられる最適な時を待っています。文字通

り飢え死にする寸前、大げさな話ではありません。サタンはそんな時を分かってやって来て誘惑し、こう

言います。「ねえ、あなたが本当に神の子なら、その石をパンに変えて食べればどうですか？」イエスは

誘惑を受けます。イエスは大変誘惑を受けられました。しかしご存知ですか？ イエスは神性で、ではな

く、人性で打ち勝たれたのです。その理由が分かりますか？ 想像してみてください。イエスがサタンの

誘惑を、神だから打ち勝ったのなら、私たちに何の望みがありますか？ そうではなく、イエスはサタン

の誘惑を、人性で打ち勝たれました。「ルカの福音書」がその方法を語ります。詳細が書かれていて、 

実に鍵であり、大変重要です。イエスは聖霊に満たされた（ルカ 4：1） 

それが方法です。言い換えれば、イエスは敵を打ち負かされました。聖霊の力によって、誘惑されてもし

っかり立ち罪を犯されませんでした。だから、私たちにも出来るのです。もう一歩踏み込みたいと思いま

す。再度、どうかお付き合いください。イエスが落胆したり、苦悩されたりすると考えたことはあります

か？「ありませんよ。よくもまあ、牧師さん、そんな冒涜を仰るんですか？ あなたはこの世の救い主に



ついて話してるんでしょ。あなたは救い主が落胆したり苦悩したりすると言うのですか？」ーはい。 

「聖書のどこにあるのですか？」聞いてくださり嬉しいです。ゲッセマネの園を見てください。覚えてい

ますか？ イエスは、汗が血の滴り流すほどのストレスを感じていました。皆さん、自分の血の汗を流す

ほどのストレスを感じたことがありますか？イエスはそうでした。イエスは、そのようなストレス全て

をそのような感情全てを経験されました。そう、落胆さえもです。しかしそれに屈っされませんでした。 

打ち勝たれました。どうやって？ 

「父よ。しかし、わたしの願いではなく、みこころがなりますように。」（ルカ 22：42） 

私の願いは、この杯を取り去ってほしい。別の道があられるなら。しかし、わたしの願いではなく、みこ

ころがなりますように。それは生々しいですよね。当然のことなら、そうなさる必要があります。これが

人性のイエスです。人類の罪をご自分に課され、そのストレスと落胆の大きさ、そして極度の疲労感。救

世主が嵐の中でも眠れるほど疲れておられたのを知って皆さん、不安になりますか？ 何度、立ち去っ

て、御父と二人きりになられたでしょうか。なんだか先走ってしまいましたね。5 節に進みましょう。良

くなりますので、まだ帰らないでくださいね。 5節、 
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5 今、主は言われる。ヤコブ（イスラエル）をご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集め

るために、母の胎内で私をご自分のしもべとして形造った方が言われる。私は主の御目に重んじられ私

の神は私の力となられた。 

OK。もう一度見ましょう”私の神は私の力となられた。”世の救世主とその人間性が弱く、強化せねばな

らない時期があったのを知って、少し不安になりますか？ 皆さんに質問したいと思います。イエスは

地上での働きの間、どこで力を得られていたのか？ 皆さん答えが分かりますね。御父のところへ行か

れたのです。しかし、それはそもそも、そうする力が必要なのではないでしょうか。ここに何かが見えて

きましたか？ これがイエスがどういう方か、です。これは、皆さんにとって無縁なイエスかもしれませ

ん。私にとって悲しいのは、こんにちの、イエスは、他にどう言えば良いか分かりませんが、イエスを何

というか、美化しています。私たちって、イエスが逮捕されたときの園についてや、ご自分の血を流され

たことを話したくないようですね。私たちって、40 日 40 夜断食された後の荒野での誘惑については、本

当に話したくありません。多くの人が最初に暗記する聖書の一節は、 

「イエスは涙を流された（ヨハネ 11：35）」 

です。簡単ですから。なので、こう言います。 

「私の聖書の暗記箇所は、「イエスは涙を流された（ヨハネ 11：35）」 

そして私たちは笑う。はは。それを考えてください。イエスが泣かれました。違和感を感じますか？ 世

の救い主が泣かれる。大の男は泣かない！ 私たちが育てられた方法ですよね。男が子どもみたいに？

私の父親はね、ほ～ 父親は私が泣いているのを見ると、気にしないでください。私の幼少期の問題は十

分ですね。でもそれは、ふ～ 父は保守的でした。「私の出身地では、男は泣かないんだぞ。真の男は泣

かないんだ！」」「おやじ。あんたに知らせがあります。本物の男は泣くのです。神の男は泣きました。」 

イエスは涙を流されました。エルサレムのことで泣かれました。つまり、時に聖書に書かれていても、文

字でしかないため、見落としてしまうことがあります。自身をそこに当てはめてください。イエスは、心

を痛めています。エルサレムを思って、泣き崩れておられるのです。「あ～あなたがたを母なる鳥として 

集めれたらよいのに。」イエスは思って涙を流されました。ラザロについてはどうでしょうか。その記述



覚えていますか？ マリアとマルタ、この姉妹は？ 彼女らはイエスと一緒であまり嬉しくありません。 

マリアでさえも。マルタについては良く話しますね。イエスを夕食に招いたとき、キッチンで忙しくして

いましたから。覚えていますか？ マルタはマジに怒ってイエスに言います。「姉妹に手伝うよう言って

ください！ 忙しいのです！姉はあなたの足元に座ってるだけじゃないですか。」一語一語に気を配りな

がら。ふむ。分かりませんが、それが彼らのクリスマスの説教になるかもしれません。私たちの多くが、

忙しさのせいで”マルタ・クリスマス”を過ごし、マリア（メリー）・クリスマスを過ごしていないと思う

からです。ー(笑)ー それはここで置いておいて、皆さんと聖霊の間にお任せします。この二人の姉妹は、 

この話は、彼女らの兄弟（ラザロ）ですよ。イエスとラザロは、親しい友人です。イエスがようやく来ら

れたとき、彼らはあまり満足していません。「あ～4 日も経って、立ち寄ってくれてどうも。どこにいた

のか？あなたがいたなら、ラザロは死ななかったのに！！」さて、イエスはまずこのことに対処されなけ

ればなりません。「明らかに、あなたは私のことを問題にしています。分かりました。」イエスが軽蔑や嫌

悪感ある厳しい対応だったと決して思わないでください。そうではなく、思いやりある方法でした。 

「もしあなたが知っていたなら、私が何をしようとするのかをあなたが知っていれさえすれば。」 

わたしはよみがえりでありいのちです。（ヨハネ 11：25） 

「それを信じていますか？」「はい、でもあなたが 3 日前に来てくれていたら、なぜ、来てくれなかった

のですか？ 気にして下さらないのですか？」そしてもちろん、私は欽定訳聖書が好きですが、”4 日も

経って、悪臭を放っていた。”（ヨハネ 11：39参照） 

これは、エンバーミング（防腐処理）や、現代のように遺体を処理する方法が確立される前のことです。

しかしイエスは、御言葉を叫ばれました。 

「ラザロよ、出て来なさい。」（ヨハネ 11：43） 

そして、ラザロは出て来たのです。お～ラクダの背にのったハエになって彼らの表情を見てみたかった

です。しかしイエスは、目に見える形で感情を表したとも言われています。イエスが深く動揺したと。 

（心の内に憤りを覚え/38 節）ラザロが死んだからではなく、彼は死からよみがえるのですから。そうで

はなく、イエスの心を悲しませたのは、イエスを動揺させたのは彼らの不信仰でした。これらの人々は、

イエスと一緒に多くの時間を過ごしていました。イエスは弟子たちにも仰います。「わたしはあなた方と

長い間一緒にいますが、あなた方はまだ理解していません。」私には、救世主がこのような素っ気ない返

事をされているとは思えません。「どうしたんだ、みんな？ どれだけの期間、どれだけ私が奇跡を起こ

すのを見てきた？ どうなっているんだ？」いいえ、そうではありません。こういう風です。「あなたが

たは私を傷つけています。」感情、生の感情です。ポイントはこうです。それから先に進みます。進まな

ければなりません。しかし、弱さと柔和さとを同義語にしてはいけません。これは事実に反することでは

ありません。救い主の謙虚さ、自分には力が必要だと認めることができる柔和な心。それが謙虚さです。 

「箴言」にあります。 

知恵はへりくだる者とともにある。（箴言 11：2） 

逆にすると、「高ぶりが来れば、辱めも来る。」謙虚さが知恵の触媒であるならば、誇りは愚かさの触媒で

もあるのです。6節、 
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6 主は言われる。「あなたがわたしのしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの

残されている者たちを帰らせるという、小さなことのためだけではない。わたしはあなたを国々の光と



し、地の果てにまでわたしの救いをもたらす者とする。」 

再度、これはイエスが語っておられ、預言者イザヤが書いているのです。イエスがイスラエルを主のもと

に連れ戻すお方であるのを物語っています。「ローマ人への手紙 11 章 26 節」を思います。「こうして、

イスラエルはみな救われるのです。」そしてイスラエルだけではなく、イスラエルを超え、地の果てまで

到達し、異邦人に救いをもたらします。この文脈では、自分がユダヤ人であるか、異邦人であるかのどち

らかだと分かりますね。異邦人とは、ユダヤ人ではない人のことです。ユダヤ人とは？ 異邦人ではない

人です。ですからこの文脈で、もしあなたが ユダヤ人でないなら？ ユダヤ人の方ここにおられます

か？ 挙手お願いします。安心してください。あ～あなた！大好きです。ええ、私は知っていましたよ。 

OK。キリストにあって区別はありませんね？ しかしこの文脈では、ユダヤ人か異邦人のどちらかでし

た。その後、イエスが来られ、キリストにあって、区別はなくなります。ユダヤ人、異邦人、アラブ人、

ハワイアン、ポルトガル人、中国人、日本人などの区別、区分けはありません区別はありません。7 節、 
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7 イスラエルを贖う方、その聖なる方、主は、人に蔑まれている者、国民に忌み嫌われている者に、支配

者たちの奴隷に向かってこう言われる。「王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。真実である主、

あなたを選んだイスラエルの聖なる者のゆえに。」 

これは何のことでしょうか？ はい、これはイエスが初臨で拒絶されることに関する、大変重要な預言

です。それがまさに起こりました。しかし、再臨の時は？ そうならず、 

「すべての膝がかがめられ、すべての舌がイエスが主だと告白します。」（ローマ 14：11 参照） 

なのでこれは既に成就したイエスの初臨に関する預言で、そして再臨の時は、そのように成就します。8

節、 

8 主はこう言われる。「恵みの時に、わたしはあなたに答え、救いの日に、わたしはあなたを助ける。わ

たしはあなたを見守り、（これ大変重要です）あなたを民の契約とし、... 

つまり、イエスは、契約をもたらすのでも、契約に署名するのでもありません。イエスご自身が、契約な

のです。 

...国を復興して、荒れ果てたゆずりの地を受け継がせる。 

9 わたしは捕らわれ人には『出よ』と言い、闇の中にいる者には『姿を現せ』と言う。彼らは道すがら羊

を飼い、裸の丘のいたるところが彼らの牧場となる。 

これは、世の救い主の働きについての、まだ未来の預言です。イエスが捕われ人を自由にするのです。イ

エスが、盲人の視力を癒してくださるのです。イエスが人々への契約となられ、そして、これが受け入れ

られる時、救いの日となるのです。使徒パウロが、コリント人への手紙第二 6 章で、このイザヤ書の一節

を引用しています。彼は今、ほとんど懇願するように「今」を強調しています。キーワードは「今」、「明

日」でも「後」でもない。「今日が救いの日」です。「今が受け入れるとき」です。明日ではなく、「今日」

が。遅れてはいけません。（以上、II コリント 6：2 参照） 

10 彼らは飢えず、渇かず、炎熱も太陽も彼らを打たない。彼らをあわれむ者が彼らを導き、湧き出る水

のほとりに連れて行くからだ。 

11 わたしは、わたしの山々をすべて道とし、わたしの大路を高くする。 

12 見よ。ある者は遠くから来る。見よ。ある者は北から西から、また、ある者はシニムの地から来る。 

つまり、彼らは、地の最果ての地からやって来るのです。皆さんに、11 節に注目頂きたいのです。こう



考えてみてください。”わたしは、わたしの山々をすべて道とし”コオラウ山脈（ハワイ）を考えてみてく

ださい。”わたしは道を作ります”コオラウ山脈（ハワイ）ですよ。道路を作られるのですか？ ーはい。 

道を作られるのですか？ ーそうです。大路を高くして、山を平らにして、道路を作るんですね。ーはい

そうです。本当に？ ーそう、わたしを見ていなさい。つまり、わたしは道を作り、遠くにいる人、地の

果てにいる人がわたしのところに来れるようにします。これも二重預言の一つで、神がご自分の民をバ

ビロンから救い出された時即座に成就したことを意味します。そしてこれは再度、最終的に将来、7年の

患難時代の終わりの再臨の時に成就します。13 節、 

13 天よ、喜びの声をあげよ。地よ、小躍りせよ。山々よ、歓喜の声をあげよ。主がご自分の民を慰め、

その苦しむ者をあわれまれるからだ。”しかし” 

お～14節がなければいいのに。13節に戻ってみましょうか？ 私は、13 節が大好きです私たちは、山々

が賛美にわくのを見て、それを喜ぶからです。なぜ私たちは神を讃えるのでしょうか？ 主がご自分の

民を慰め、憐れまれるからです。しかし 14 節、そう、実際 14節が私たちに必要です。 

14 しかし、シオンは言った。「主は私を見捨てた。主は私を忘れた」と。 

何ですって？ ちょっと待ってくださいよ。あなたは何を言っているのですか？ ええ、まず、これは重

要ですが、イザヤは、ある意味角を曲がって、実に質問を投げかけています。御心なら、来週の 50章に

答えがあります。どうやら神の民は、神が自分たちに怒っていて神が自分たちを忘れ、神が赦されないと

思っているようだからです。覚えておいてください。彼らに厳しくしないでください。私たちが辛いとき

はいつもそうなるからです。私たちが辛い時、神が自分に怒っておられるに違いないと思ってしまう。あ

なたは私に歌え、喜べと言っている。いいえ。主は私を見捨てておられる。主は私を忘れてしまわれた。

主は私を気にかけておられない。敵にそれをさせてはいけません。日曜日、これについて話しましたね。 

最高に、こういう風に言うのは嫌いですが、より良い言い方が見つかりませんので、悪魔が最高に成功し

たのは、神があなたに怒っておられると騙し信じさせること。敵があなたにそう思わせれば、神から距離

を置くようになります。神がバビロンを使って、いわば私たちを懲らしめ、悔い改め神のもとへ戻るよう

される時があります。それが主がここでなさっていることです。しかし、民はバビロン捕囚を誤まって解

釈し、誤解しています。しかし、その理由が「神が私たちと絶縁したから。」と信じて騙されてしまった

のです。私たちは、以前敵にこんな風に言われませんでしたか？「おい、今回は本当に失敗したな。神は

君には喜ばないね。実は神はもう君を見捨てておられるからね。」敵はそう持ってくるのですよ。今、14

節が必要なのは、14 節の次が 15 節だからだと思います。意味深ですよね。しかし、15 節以降  神は民

を安心させられます。 

「いいえ。わたしはあなたがたを忘れていない。わたしはあなたがたを置き去りにはしない。あなたがた

を愛しているのです。」「わたしはあなたがたに怒ってはいない。」「ええでも、今回は本当に失敗しまし

た。」神が驚かれますか？ 想像してみてください。あなたが罪を犯すと、天で神がこうなられますか？ 

「そんなことをしたのか。信じられない。」15節、「神は私に怒っている。私を見限っている。」という考

えに対する反応を聞いてください。 
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15 女が自分の乳飲み子を忘れるだろうか。自分の胎の子をあわれまないだろうか。たとえ女たちが忘れ

ても、このわたしは、あなたを忘れない。 

その考えは捨ててください。そんなことは考えないでください。あり得ないから。それは、わたしがどう



いう者かに合致しない。それは、わたしのやり方ではありません。わたしはあなたを置き去りにしない。 

そんな風に思えるのは分かります。しかしあなたが信仰ではなく、感情で歩もうとするなら、その結果を

刈り取りその杯を飲むことになるのです。自分の感情で生きないでください。 

「今は愛を感じません。私はここバビロンにいて、子どもの頃から 70年間捕虜です。神は全く私を見捨

てられた。」私たちが言うように、「愛を感じない。」神は、感情を忘れなさいと仰います。「あなたの感情

ではなく、わたしの言葉なのです。わたしの言葉を与えてきました。」私の言葉、あなたへの言葉は、「わ

たしは決してあなたを置き去りにしない。決してあなたを忘れない。決してあなたを見捨てない。」そし

て 16 節を聞いてください。 

イザヤ 49 

16 見よ、わたしは手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁は、いつもわたしの前にある。 

わお～「神がどれだけ自分を愛しておられるかを知りたい」という言葉をきっと聞いたことがあるでし

ょう。イエスはあの十字架の上でこのように仰いました。 

人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません。（ヨハネ 15：

13） 

残念ながら、悪い評判が多いと思われるトマスに。私たちは彼を「疑い深いトマス」と呼びます。私は、

公平でないと思います。イエスは彼を叱らなかったからです。繰り返しますが、愛と思いやりです。 

「トマスよ。これを見なさい。わたしのあなたへの愛を見なさい。わたしの両手に残ったこの杭の傷跡

を。わたしの両手にあなたを刻みました。それほどまであなたを愛しているのです。あなたがどれだけ祝

福されているかを見てください。あなたが見ているものを見ようとしない、あなたの後に来る人たちは

どうですか？ 見なくて信じる人は、どれほど祝福されるでしょうか。」それだけ、イエスがあなたを愛

しているということです。イエスは皆さんを心から愛しておられます。私は最近、2週間ほど、ただ主を

求めました。その結果、何かとても深い意味があるのではないかと思うことに辿り着きました。この深い

神学的な教義、教義的な真実を、私は会衆である皆さんに伝えたいのです。主との時間の中から、私が何

を持って帰ってきたか分かりますか？ 主は私を心から愛しておられます。♪♬イエスが私を愛してい

るのを知っている意味が深いでしょ？ しかし私はそれが必要だったのです。主が私を大変愛しておら

れるのを思い出す必要があったのです。主は、私が大好きなのです！ 主は私が大好き！ ただ、イエス

の手のひらを見てください。それだけ私のことを愛しておられるのです。17 節、 
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17 あなたの子どもたちは急いでやって来る。あなたを破壊し、廃墟とした者たちは、あなたのところか

ら出て行く。 

18 目を上げて、あたりを見回せ。彼らはみな集まって、あなたのところに来る。 

私はこれが大好きです。この強さが大好きなのです。 

...わたしは生きている──主のことば──。 

主がそのように言われるとき、ほ～ 

...わたしは生きている──主のことば──。あなたは必ず、彼らをみな飾り物として身に着け、花嫁のよ

うに彼らを帯に結ぶ。 

19 あなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は、今に、住むには狭すぎるようになり、あなたを吞み込んだ者た

ちは遠くへ離れ去る。 



20 あなたが子を失った後に生まれた子らが、再びあなたの耳に言う。『この場所は私には狭すぎる。私が

住めるように場所を広くしてください』と。 

21 そのとき、あなたは心の中で言うだろう。『だれが私に、この者たちを産んでくれたのだろう。私は子

に死なれた女、子を産めない女捕囚のさすらい人であったのに。だれがこの者たちを育てたのだろう。私

は、ただひとり残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。』 

22 神である主はこう言われる。「見よ。わたしは国々に向かって手を上げ、わたしの旗を諸国の民に向か

って揚げる。彼らは、あなたの息子たちを懐に抱いて来る。... 

これってどうですか？ とは原文にはありませんが、 

...あなたの娘たちは肩に担がれて来る。 

23 王たちはあなたの世話をする者となり王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地に付けて、あな

たを伏し拝み、（この描写を見てください）あなたの足のちりをなめる。... 

わお～ 

...あなたは、わたしが主であることを知る。わたしを待ち望む者は恥を見ることがない。」 

わお～わお～わお～ これは、詩的であると同時に預言的でもあり、イスラエルに関する直近の出来事

と未来の出来事の両方を表しています。ちなみに、ちょっとした余談ですが、この詩的な単語”彼らは顔

を地に付けて、あなたを伏し拝み、あなたの足のちりをなめる” は、これが、あなたが見ているものを 

見る理由です。この話はしたくないのですが、人々がローマ法王の足にキスするのは、絶対しないでくだ

さい。それは、ここから取っているのです。当時の習慣でした。誉れと名誉のために伏し拝む。へりくだ

って、顔を地に付けるのです。つまり、ちょっと生々しいですが、これは、神がイスラエルに約束してお

られること、未来に預言されていることなのです。子どもたちを連れ戻す。子どもたちを懐に抱いて来

る。肩に担がれて来る。彼らはあなたに膝を屈める。すみません。”あなたの足のちりをなめる”にもう一

つだけ。当時の文化を理解する必要があります。明らかな理由から、足というのは、体の中で一番汚い部

位なのです。だからこそ、今でも中東ではアラブの人々の一番の侮辱は、もちろんいつもやっていること

ですが足を台に乗せて、足の汚い部分を見せることが一番の侮辱なのです。ですからあなたがここに来

ることがあれば、おそらく今は来ないでしょうが、あなたがここに来ることがあって私が足を乗せても、

侮辱しているわけではありません。楽だからしているだけです。その方が血流が良くなりますので。しか

しとにかく、ー(笑)ー 私がこれを話す唯一の理由は、これが究極だからです。究極。 

 最後に言っておきたいのは、聖餐式に結びつくからですが、「わたしに重きを置く者は、決して恥を見る

ことはありません。決して失望することはありません。」そのことについて話したいと思います。24 節、 

締めくくります。 
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24 奪われた物を勇士から取り戻せるだろうか。捕らわれ人を横暴な者から救い出せるだろうか。 

25 まことに、主はこう言われる。「捕らわれ人は勇士から取り戻され、奪われた物も横暴な者から奪い返

される。あなたが争う者と、このわたしが争い、あなたの子らを、このわたしが救う。 

言うのは簡単ですが、親御さんとして、誰かがあなたの御子さんに手を出せば？ へ～本当なのか？ こ

れが、父なる神の仰っている事なのです。「あなたはわたしの子どもあなたがたはわたしの子どもたち彼

らがあなたと争うなら、このわたしが彼らと争います。」「あなたがわたしの子どもに手出ししたのか。わ

たしの子どもに手出しはするな。わたしがあなたを探し出し、重大な危険にさらされることになる。」そ



れが神がここで仰っていることです。 

 

26 わたしは、あなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食らわせる。彼らは甘いぶどう酒に酔うように自分自

身の血に酔う。すべての肉なる者が、わたしが主、あなたの救い主、あなたの贖い主ヤコブの力強き者で

あることを知る。 

お気づきかどうか分かりませんが、この章を終える前に神が「何が」の背後の「理由」を説明されるのは、

これが 2 度目なのに留意すべきだと思います。「主よ、なぜこのようなことをされるのですか？」「彼ら

が、わたしを知る為である。」これを聖書預言で見ますよね。「エゼキエル書 38章」が実に最高の例です。 

神がご介入されるとき、すべての国々が神に敗北することになります。神は、ご自分の民であるイスラエ

ルを守るためになさいます。なぜ神はそれをなさるのか？神は理由を仰っています。 

「地上のすべての国々が、わたしが主であることを知る。」（エゼキエル 38：23参照） 

神がそうなさるのが大好きです。そう、それは紛れもない事実です。自分が言ったことを実行するとき、 

あなたがたは、”わたしはあるという者”なのを知る。”わたしはあるという者”疑う余地なく、紛れもなく。

1 つの章を締めくくるのに、また、聖餐式を共に与かる事に繋げるのに、これ以上の方法はありません。

しかしこの章は、この約束で締めくくられます。約束であり、預言です。不可能だと思われていたことが

可能になる時が来るという預言です。つまり、その預言が書かれた当時、神がこのようなことをされると

は想像もできませんでした。確かに預言が成就して、彼らがバビロンに捕囚された時、預言者イザヤは聖

霊に導かれ、救い主であるイエスご自身の言葉で、彼らにこう書いているのです。ああ、分かったよ。い

いえ、神が仰ったのは、「これで決まりです。そしてなさいます。神がそれをなさる理由は、あなたがた

が、そして彼らが、わたしがそれをしたこと、わたしが神であること、わたしが主であることわたしがあ

なたの救い主であることを、わたしがあなたの贖い主であることを知るのです。それでは、「ルカの福音

書 22 章」にご注目ください。14 節から読みたいと思います。少し変わったことをしてみたいと思いま

す。最近主が、私の心に働きかけてくださった事に焦点を当てたいと思います。 聖餐式の裏にある意味

に関連します。ルカが聖霊によって書いています。 

ルカ 22 

14 その時刻が来て、イエスは席に着かれ、使徒たちも一緒に座った。 

15 イエスは彼らに言われた。「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたと一緒にこの過越の食事をす

ることを、切に願っていました。 

16 あなたがたに言います。過越が神の国において成就するまで、わたしが過越の食事をすることは、決

してありません。」 

17 そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りをささげてから言われた。「これを取り、互いの間で分けて飲み

なさい。 

18 あなたがたに言います。（二度目です）今から神の国が来る時まで、わたしがぶどうの実からできた物

を飲むことは、決してありません。」 

19 それからパンを取り、感謝の祈りをささげた後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。「これは、あ

なたがたのために与えられる、わたしのからだです。これこそ、私たちが注目したい点です。わたしを覚

えて、これを行いなさい。」聖餐式セットの上部からパンを取って少しお待ちください。オンラインの方、

パンを手に取ってお待ちください。私たちが手に取っているのは、イエス・キリストのお体の象徴です。



私たちの代わりに、私たちのために砕かれるイエス・キリストのお体の象徴です。繰り返しになります

が、なぜ？という質問に取り組みましょう。なぜイエスは、私たちが今夜のようにイエスを覚えるため、

これを行うこのことの必要性を強調されたのでしょうか？ 考えはこうです。主が私に教えて下さった

ことです。覚えていますか？ 全ての罪が、全ての恥が全額支払われているのです。それを忘れてはいけ

ません。それを思い出さなければなりません。そして、何度もこれをすることで、そのことを思い出すこ

とができます。ペテロを思います。実際イザヤですが、覚えていますか？ 最初の方の章で、イザヤは、 

「高く上げられた御座に着いておられる主を見た。」（イザヤ 6：1） 

「自分が汚れた者であり、炭で、自分の汚れた唇を清めてください。私には、見れません。」 

（イザヤ 6：5～7参照） 

そして、ペテロ。ペテロはそれが主だと分かった時、言います。 

「主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。」（ルカ 5：8） 

それを何と呼ぶか知っていますか？ 恥です。恥、罪悪感、非難の念。私たちはそれをむやみにも、不必

要にも身に着けています。私たちは、罪がないことを恥がないことを、非難がないことを忘れています。

イエスがして下さったことの故に。イエスの体は、私たちのために、私たちの代わりに砕かれました。覚

えていますか？ 忘れてしまったように見えます。この罪悪感と恥を抱えているように思えます。恥は

人を殺します。恥があると隠れてしまいます。恥が言うのはこうです。「あなたの罪は重い。恥を知れ。 

あなたの顔を見せてあげる。あなたは情けない人だ。」そしてイエスが仰います。「だからわたしは、あな

たのため死んだのですよ。」使徒パウロを考えます。 

「私はみじめな人間です。」（ローマ 7：24） 

これは、使徒パウロの話ですよ。そしてパウロは言います。「だれがこの死のからだから、私を救い出し

てくれるのでしょうか。」彼はこうは言いません。「”何が”私を救ってくれるのか。「”だれが”この死のか

らだから、私を救い出してくれるのか？」です。「ローマ人への手紙 7 章 8章」は、通して読むべきです。

7 章で止めるなら、こうなります。「私は哀れな罪びとだ。」死のからだって？ イエスの命の体はどうで

すか？ 私たちのために死において砕かれました。覚えていますか？ その恥は、その罪は終わったの

です。清められています。支払われました。 

東が西から遠く離れているように 主は 私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。 

（詩篇 103：12） 

なぜあなたは思い出すのですか？ 主は思い出されません。主はもう思い出されません。なぜか？ 既に

全額支払われ処理済だからです。「牧師さん、待ってください。失礼ながら、私の過去の話ですよ。」過去

だけではありません。過去の罪だけではありません。現在の罪もです。現在の罪も。そしてそれだけでな

く、未来の罪もです。「未来の罪？」そうですよ。全ての罪が、です。お許しください。こんなことを考

えています。ニューヨーカーってこんな風に言いますよね。「忘れてしまいなよ。」なぜ思い出すの？? な

ぜ抱え込んでいるの？なぜあなたを非難し、恥をかかせるのを許しているのですか？ 忘れてしまいな

よ。思い出すのは、まず忘れることは、もう終わりますのでお付き合いください。それを忘れて、わたし

（イエス）を覚えてください。私たちは逆をしますよね。イエスを忘れて、そっちを思い出す。敵は間違

いなくそこにいて後押ししますね。「自分がしたことを思い出せ！」あ～そうだった。あ～そうだった。

恥だ、恥だ、恥だ。罪だ、罪だ、罪だ。イエスは仰います。「それを忘れなさい。わたしを覚えなさい。 

聖餐式を行いなさい。そうすればあなたは思い出します。どうやら、あなたは間違ったことを思い出すか



ら。」あなたは罪を思い出しています。恥と罪悪感が伴うのです。救世主がその罪を支払ったことを 

忘れてしまいます。私たちは逆にする必要があります。救世主イエスが罪の支払いをして下さったこと

を覚え、この罪を思い出さない。それが聖餐式の表すことです。一緒にいただきましょう。主よ、ありが

とうございます。もう一度言いますが、私たちはあなたに十分な感謝することができるでしょうか？ 私

たちのために死んでくださり、すべての罪の代価を払ってくださったことに、どうやって感謝したらよ

いのでしょうか。そしてそれを、あなたもう思い出されないのですから。東が西から遠く離れているよう

に 私たちの背きの罪を遠く離される。主よ、あなたを思い出すために聖餐式を与えて下さり感謝しま

す。ルカが続けて語ります。最後の 20 節。 

ルカ 22 

20（イエスは）食事の後、杯も同じようにして言われた。「この杯は、あなたがたのために流される、わ

たしの血による、新しい契約です。では聖餐式セットの残りの部分を開け、杯を持って少しお待ちくださ

い。 

オンラインの方、準備が出来たら手に取って、お待ちください。繰り返しますが、これは、私たちの身代

わりに流されたイエスの血の象徴です。「OK。なぜ？」再度、なぜかを話さなければなりません。理由は、 

血を流すことがなければ、罪の赦し、罪を消せないからです。（へブル 9：22 参照） 

そしてこの血が、血による、新しい契約なのです。私たちは、これから一緒に杯を交わし、そうすること

で、罪ではなく、イエスの血が流されたことを思い出すのです。その罪のために血を流してくださった救

い主を思い出すのです。言葉遊びではありません。罪を思い出して、救い主の前に置くなら、罪が支配し

ます。その非難の中で、罪が支配し、コントロールし、所有します。このことが「ローマ人への手紙 6章」

です。この 6 章も、そこで終わらせてはいけません。全てを理解するため、8 章まで、できるだけ早く読

んでください。「ローマ人への手紙 6 章 14 節」だったと思います。 

「（ですから）罪があなたがたを支配することはないからです。」（ローマ 6：14） 

もはや、罪があなたがたを支配することはありません。待ってください。何ですって？ 何を言っている

のですか？ もう罪の誘惑にあわないということではなく、そうではなく、私たちはそのことについて 

話しましたね。パウロ、聖霊によって、その罪がもはや私を支配することはないと書いたのはどういう意

味ですか？ 彼が言っているのは、罪の罪悪感や恥が、もはやあなたを支配したり、コントロールした

り、恥をかかせたり、打ちのめしたり、抑えつけたりすることはないということです。もうあなたを支配

することはありません。イエスが支払って下さったから。イエスの流された血が、それを取り去って下さ

ったから。解決済みです。あなたを神と和解させて下さったのです。終わったのです。 

「完了した。」（ヨハネ 19：30） 

「（完了した）、コンマ」などなく、「もし～なら、完了した。」でもなく、「完了した。」以上です。終わっ

たことなのです。忘れてしまいなよ。OK。「忘れてしまいなよ。」を言うのは最後です。罪（Sin）ではな

く、御子イエス（Son）を思い出してください。一緒にいただきましょう。済まれたら、ご起立ください。

祈りで締めくくります。賛美チームが上がってきます。賛美でも締めくくります。イエス様、ありがとう

ございます。イエス様、本当にありがとうございます。主よ。もう一度それを言いたいのです。私たちが

永遠にあなたと一緒にいる時まで、聖餐式をしなければならないでしょう。私たちもまた、あなたと同じ

ように、今夜ここで行ったことが、次はあなたの王国が最終的に実現された時、行いたいと切に願ってい

るからです。待ちきれません。私たちが今行ったことを、子羊の婚宴であなたと一緒にするのを想像する



だけでも深すぎます。しかし主よ、今はただ、あなたを思い出すよう、これをするよう私たちに与えて下

さったことを感謝します。主よ。私たちは、忘れなければならないことを忘れ、思い出すべきことを思い

出すため聖霊の御力が必要です。イエスの御名によって。アーメン。 
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