
「エマオの途上」の御言葉が開かれております。 

イースターの時以来、私たちは福音書の中に幾度も復活の主に、ここでも、そこでもイエス

様にお会いしてまいりました。 

 

ヨハネ 21:25 イエスのなさったことは、このほかにまだ数多くある。もしいちいち書きつ

けるならば、世界もその書かれた文書を収めきれないであろうと思う。 

 

使徒 1:3 イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって

示し、四十日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。 

 

 

ヨハネ 20:29 イエスは彼に言われた、「あなたはわたしを見たので信じたのか。見ないで信

ずる者は、さいわいである」。 

 20:30 イエスは、この書に書かれていないしるしを、ほかにも多く、弟子たちの前で行わ

れた。 

 20:31 しかし、これらのことを書いたのは、あなたがたがイエスは神の子キリストである

と信じるためであり、また、そう信じて、イエスの名によって命を得るためである。 

 

「見ないで信ずる者は幸い」と語りながらも、主は本当に何度弟子たちに現れて下さったの

でしょうか。本当に主は弟子たちのことを考えて、心配して、慰め、励まし続けて下さいま

した。そして私たちはその同じ主を今日信じています。 

 

主の死から三日目のこと。週の初めの日の午後、エルサレムからのエマオの途上を、クレオ

パともう一人の弟子が歩いていました。そこへは１１キロメートルの旅路でした。 

彼らは道々、イエス様の遺体が墓からなくなっていたと女性たちが知らせたことを話し合

い、論じ合っていました。 

 

24:13 この日、ふたりの弟子が、エルサレムから七マイルばかり離れたエマオという村へ行

きながら、 

 24:14 このいっさいの出来事について互に語り合っていた。 

 24:15 語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行

かれた。 

 24:16 しかし、彼らの目がさえぎられて、イエスを認めることができなかった。 

 

話し合い、論じ合いながらも結論が出ず、悶々としている弟子たち。そうしているところに

イエス様が近づいてきて、彼らと一緒に歩いておられるのに、彼らはそれに気付きませんで



した。私たちもそういう事があるのではないでしょうか。問題について、考えてもどうにも

ならないことを一生懸命に考えたり、話し合っても不毛であるとき。一生懸命に考えて、考

えて、悩んで、悩んで、しかし主にお委ねしたり、祈ったり、御言葉を開いたりすることな

く、考えに考えて、堂々巡りになる事。こういう経験がないでしょうか。 

 

１５年前のお話になりますが、息子が３歳で、娘が２歳でした。埼玉県の教会の牧師をして

おりましたが、教会堂と自宅が分かれており、教会への電話が団地の自宅に転送されるよう

になっていました。 

あれは忘れもしない土曜日の昼でした。教会からの転送の電話があり、私が電話に出ますと、

女性の方からで、女性とお話がしたいとのことで、私は妻に電話を替わりました。そして幼

い子供たちを妻から離そうとすると、二人の子供たちが妻について行こうとします。私が、

大事なお電話だから駄目だよと言っても、３歳と２歳、どうも言葉が通じないのでしょうか、

どうしても妻から離れようとしません。そんな時には父親としての不人気と無力を感じま

す。妻はついにトイレの中に隠れて鍵をかけてお話をします。それでも子供たちはトイレに

向かって走って行こうとします。私はそっちに言ったらだめだよと、二人の片方の腕を私は

両手で片方ずつ引っ張りました。兄である息子の方が力がありますから、その力に合わせて、

妹の娘の方がやや強く引っ張られるようになりました。 

さて電話も終わり、どうやら電話はいたずら電話であったようでした。なんだよ迷惑だなあ。

教会だからと言ってどんな電話をかけてもいいと思っているのかねえと言いながら、食事

が始まりました。娘を見ると、普段は右利きのはずが、左手でフォークを持っています。ど

うしたの、右手で持たないのと言いましたら、右手がぶらーんとしています。私はさっき娘

の手を引っ張ったことを思い出し、ぞっとしました。娘の右手はもう一生動かなくなってし

まったのかととっさに恐怖に駆られました。悪いことにもう既に土曜日の午後です。私は一

生懸命に現在診療をしている、それも名医であろう病院をインターネットで探し始めまし

た。血眼になって調べていますと、妻と息子と娘が丸くなって座っており、ねえお祈りしな

いと妻が私に呼びかけます。私はつい感情的になり、「何を言っているの？祈っている場合

じゃないでしょう??」と言いました。これが哀れ牧師の私の実態です。 

やがて病院を探し当て、心配しながら私と娘と診察室に入りました。妻は息子の車の中で待

っていたでしょうか。 

レントゲンを撮ることになり、私は娘を抱えて横になり、上の方からレントゲンのカメラが

おりてきました。娘は怖がって、ギャーと言って暴れました。そのときに右肩がコキッとし

て、右腕が動くようになりました。私は先生、動いてますと言いました。レントゲンは?も

ういいですよ。治ったのですか?はい、そのようですね。こんな会話の後、さようならと帰

ろうとしたら、何も治療してもらっていないのにいくらか診察料を請求されましたが、私は

ほっとして車に戻り、妻に報告をしました。その車の中では取り乱した自分を恥じ、今度こ

そ皆で心を合わせて感謝の祈りを捧げました。 



そこにイエス様が近くにおられるのに、取り乱して、状況に目を奪われて主を見る目がふさ

がれているという事は本当にあるものだなあと、つくづく思い返しています。 

 

イエス様が共におられ、どれどれとご覧になって下さろうと、私たちに近づいてきてくださ

り、共に私たちと共に歩いて下さっているのに、私たちは自分の悩み事で頭がいっぱいで、

主にお願いしようとか、主から教えていただこうという心が本当にちっぽけになってしま

うのです。本当はそこが一番大切なのに、そのことを本当に私たちは忘れてしまいがちなの

です。 

 

24:17 イエスは彼らに言われた、「歩きながら互に語り合っているその話は、なんのことな

のか」。彼らは悲しそうな顔をして立ちどまった。 

 24:18 そのひとりのクレオパという者が、答えて言った、「あなたはエルサレムに泊まって

いながら、あなただけが、この都でこのごろ起ったことをご存じないのですか」。 

 

「悲しそうな顔をして立ち止まった。」 

この「悲しそうな」という言葉は、他に「悲観的な、陰鬱な、憂鬱な、暗い、期待の持てな

い、薄暗い」という意味があります。私たちは時にそういった暗い、憂鬱な顔をしているの

ではないでしょうか。主の大きな可能性とお力とご栄光をすぐに忘れて、色々な不安の心押

しつぶされて、悲しそうな顔をして立ち止まってしまうのです。 

戦争、物価の上昇、円高、ガソリン価格の上昇、家計の問題、仕事の問題、家族の問題、健

康の問題。その他もろもろの先行き不透明な状態。これらが私たちの顔を暗くさせるのです。

そしてそういう日常の問題を知らないという人がいれば、あなたはどうしてこの困難な時

代の中にあって、そんなにも他人事のように涼しい顔をしておられるのですか、正常な感覚

を持ち合わせていれば、今巷で騒ぎになり、問題になっていることと無縁でいられるはずが

ありません。私たちは、問題になるであろうことを敏感に察知して心配しなければ、どうや

って生きられるというのですか。あまりにも鈍感でおめでたい。しかし私たちにとって悩み

と問題は、決して避けては通れないのですよ。このように、こんこんと説教をする弟子たち

の姿がここにはあります。 

 

24:19 「それは、どんなことか」と言われると、彼らは言った、「ナザレのイエスのことで

す。あのかたは、神とすべての民衆との前で、わざにも言葉にも力ある預言者でしたが、 

 24:20 祭司長たちや役人たちが、死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。 

 24:21 わたしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、望みをかけていました。

しかもその上に、この事が起ってから、きょうが三日目なのです。 

 

「ナザレのイエスのことです。あのかたは、神とすべての民衆との前で、わざにも言葉にも



力ある預言者でした 

 

わたしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、望みをかけていました。 

 

祭司長たちや役人たちが、死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。 

しかもその上に、この事が起ってから、きょうが三日目なのです。 

 

ああ、ああという、彼らの思いため息が聞こえてきそうです。 

ああ、せっかく素晴らしいお方が来られたのに。神とすべての民衆との前で、わざにも言葉

にも力ある預言者だったのに。わたしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、望

みをかけていたのに。一切の望みが消え果てしまった。祭司長たちや役人たちが、死刑に処

するために引き渡し、十字架につけ、しかもその上に、この事が起ってから、きょうが三日

目なのです。もう三日目。いくらいくら望みを持とうとも、墓が空だったというような話を

聞こうとも、もう今日で三日目。浮ついた希望に心を慰めることなどできはしない。もう今

日であれから三日目、それからは何の良い情報ももたらされてはいないのだから。そして彼

らの深いため息がまた聞こえてきそうです。 

 

せっかく良いことが起きつつあった矢先だったのに。わざにも言葉にも力ある預言者で、わ

たしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、望みをかけていたのに・・・。 

何も良い話が起こらなかったのであれば、こんなにも悲しまなかったのかもしれない。しか

しこの方こそとの思いが摘み取られた今、私たちは本当に悔しいのです。私たちにもそうい

う似た思いがあるのではないでしょうか。期待が失望に変わる時、私たちは本当にしんどい

思いがするものです。 

 

24:22 ところが、わたしたちの仲間である数人の女が、わたしたちを驚かせました。という

のは、彼らが朝早く墓に行きますと、 

 24:23 イエスのからだが見当らないので、帰ってきましたが、そのとき御使が現れて、『イ

エスは生きておられる』と告げたと申すのです。 

 24:24 それで、わたしたちの仲間が数人、墓に行って見ますと、果して女たちが言ったと

おりで、イエスは見当りませんでした」。 

 

ところが、わたしたちの仲間である数人の女が、わたしたちを驚かせました。というのは、

彼らが朝早く墓に行きますと、 

 イエスのからだが見当らないので、帰ってきましたが、そのとき御使が現れて、『イエスは

生きておられる』と告げたと申すのです。 

 それで、わたしたちの仲間が数人、墓に行って見ますと、果して女たちが言ったとおりで、



イエスは見当りませんでした」 

 

しかし、彼らの不幸せを吹き飛ばすような神様の勝利の出来事が、復活の出来事が起こりま

した。 

 

イザヤ 28:16 それゆえ、主なる神はこう言われる、「見よ、わたしはシオンに／一つの石を

すえて基とした。これは試みを経た石、堅くすえた尊い隅の石である。『信ずる者はあわて

ることはない』。 

１ペテロ 2:4 主は、人には捨てられたが、神にとっては選ばれた尊い生ける石である。 

 2:5 この主のみもとにきて、あなたがたも、それぞれ生ける石となって、霊の家に築き上

げられ、聖なる祭司となって、イエス・キリストにより、神によろこばれる霊のいけにえを、

ささげなさい。 

 2:6 聖書にこう書いてある、／「見よ、わたしはシオンに、／選ばれた尊い石、隅のかし

ら石を置く。それにより頼む者は、／決して、失望に終ることがない」。 

 

わざにも言葉にも力ある預言者で、わたしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、

望みをかけていたのに・・・この望みは、失望に終わることはありませんでした。 

しかし、エマオの途上を歩く弟子たちにとっては、この女性たちが見た出来事は、彼らの喜

びの力とはならず、一隊何が起こっているのか分からないという混迷の霧を深くするだけ

でした。 

 

24:25 そこでイエスが言われた、「ああ、愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべ

ての事を信じられない者たちよ。 

 24:26 キリストは必ず、これらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか」。 

 24:27 こう言って、モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身に

ついてしるしてある事どもを、説きあかされた。 

 

ああ、ドラマ「水戸黄門」で言うところの紋所のシーンがやっと到来したと、私たちはほっ

とします。ついに種明かしと言いますが、霧が晴れるシーンがやってきました。イエス様は、

さっそうと溌溂と、復活された主は、私たちのために苦難を受け身代わりの死を遂げて、す

べてを成就して父なる神様の力によって復活され、そして弟子たちに現れなさいました主

は、「ああ、愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべての事を信じられない者たち

よ。キリストは必ず、これらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか」。 

 こう言って、モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身について

しるしてある事どもを、説きあかされました。 

 



資料:旧約聖書の中のキリスト(新約聖書への引用も含む) 

 

創世記 3:15 わたしは恨みをおく、／おまえと女とのあいだに、／おまえのすえと女のすえ

との間に。彼はおまえのかしらを砕き、／おまえは彼のかかとを砕くであろう」。 

12:3 あなたを祝福する者をわたしは祝福し、／あなたをのろう者をわたしはのろう。地の

すべてのやからは、／あなたによって祝福される」。 

 

民数記 21:9 モーセは青銅で一つのへびを造り、それをさおの上に掛けて置いた。すべてへ

びにかまれた者はその青銅のへびを仰いで見て生きた。 

ヨハネ 3:14 そして、ちょうどモーセが荒野でへびを上げたように、人の子もまた上げられ

なければならない。 

 

申命記 18:15 あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、わたしのよ

うなひとりの預言者をあなたのために起されるであろう。あなたがたは彼に聞き従わなけ

ればならない。 

ヨハネ 1:45 このピリポがナタナエルに出会って言った、「わたしたちは、モーセが律法の

中にしるしており、預言者たちがしるしていた人、ヨセフの子、ナザレのイエスにいま出会

った」。 

ヨハネ 5:46 もし、あなたがたがモーセを信じたならば、わたしをも信じたであろう。モー

セは、わたしについて書いたのである。 

 5:47 しかし、モーセの書いたものを信じないならば、どうしてわたしの言葉を信じるだろ

うか」。 

 

サムエル下 7:12 あなたが日が満ちて、先祖たちと共に眠る時、わたしはあなたの身から出

る子を、あなたのあとに立てて、その王国を堅くするであろう。 

 7:13 彼はわたしの名のために家を建てる。わたしは長くその国の位を堅くしよう。 

 7:14 わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、

わたしは人のつえと人の子のむちをもって彼を懲らす。 

 7:15 しかしわたしはわたしのいつくしみを、わたしがあなたの前から除いたサウルから取

り去ったように、彼からは取り去らない。 

 7:16 あなたの家と王国はわたしの前に長く保つであろう。あなたの位は長く堅うせられ

る』」。 

 

イザヤ 7:14 それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。見よ、おと

めがみごもって男の子を産む。その名はインマヌエルととなえられる。 

マタイ 1:23 「見よ、おとめがみごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと



呼ばれるであろう」。これは、「神われらと共にいます」という意味である。 

 

イザヤ 9:1 しかし、苦しみにあった地にも、やみがなくなる。さきにはゼブルンの地、ナフ

タリの地にはずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人

のガリラヤに光栄を与えられる。 

 9:2 暗やみの中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光

が照った。 

マタイ 4:15 「ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦

人のガリラヤ、 

 4:16 暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に、光

がのぼった」。 

 

イザヤ 42 章 

42:1 わたしの支持するわがしもべ、わたしの喜ぶわが選び人を見よ。わたしはわが霊を彼

に与えた。彼はもろもろの国びとに道をしめす。 

 42:2 彼は叫ぶことなく、声をあげることなく、その声をちまたに聞えさせず、 

 42:3 また傷ついた葦を折ることなく、ほのぐらい灯心を消すことなく、真実をもって道を

しめす。 

 42:4 彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確立する。海沿いの国々はその教を待ち望む。 

 42:5 天を創造してこれをのべ、地とそれに生ずるものをひらき、その上の民に息を与え、

その中を歩む者に霊を与えられる／主なる神はこう言われる、 

 42:6 「主なるわたしは正義をもってあなたを召した。わたしはあなたの手をとり、あなた

を守った。わたしはあなたを民の契約とし、もろもろの国びとの光として与え、 

 42:7 盲人の目を開き、囚人を地下の獄屋から出し、暗きに座する者を獄屋から出させる。 

 42:8 わたしは主である、これがわたしの名である。わたしはわが栄光をほかの者に与えな

い。また、わが誉を刻んだ像に与えない。 

 42:9 見よ、さきに預言した事は起った。わたしは新しい事を告げよう。その事がまだ起ら

ない前に、わたしはまず、あなたがたに知らせよう」。 

 42:10 主にむかって新しき歌をうたえ。地の果から主をほめたたえよ。海とその中に満ち

るもの、海沿いの国々とそれに住む者とは鳴りどよめ。 

 42:11 荒野とその中のもろもろの町と、ケダルびとの住むもろもろの村里は声をあげよ。

セラの民は喜びうたえ。山の頂から呼ばわり叫べ。 

 42:12 栄光を主に帰し、その誉を海沿いの国々で語り告げよ。 

 42:13 主は勇士のように出て行き、いくさ人のように熱心を起し、ときの声をあげて呼ば

わり、その敵にむかって大能をあらわされる。 

 42:14 わたしは久しく声を出さず、黙して、おのれをおさえていた。今わたしは子を産も



うとする女のように叫ぶ。わたしの息は切れ、かつあえぐ。 

 42:15 わたしは山と丘とを荒し、すべての草を枯らし、もろもろの川を島とし、もろもろ

の池をからす。 

 42:16 わたしは目しいを／彼らのまだ知らない大路に行かせ、まだ知らない道に導き、暗

きをその前に光とし、高低のある所を平らにする。わたしはこれらの事をおこなって彼らを

捨てない。 

 42:17 刻んだ偶像に頼み、鋳た偶像にむかって／「あなたがたは、われわれの神である」

と言う者は／退けられて、大いに恥をかく。 

 42:18 耳しいよ、聞け。目しいよ、目を注いで見よ。 

 42:19 だれか、わがしもべのほかに目しいがあるか。だれか、わがつかわす使者のような

耳しいがあるか。だれか、わが献身者のような目しいがあるか。だれか、主のしもべのよう

な目しいがあるか。 

 42:20 彼は多くの事を見ても認めず、耳を開いても聞かない。 

 42:21 主はおのれの義のために、その教を大いなるものとし、かつ光栄あるものとするこ

とを喜ばれた。 

 42:22 ところが、この民はかすめられ、奪われて、みな穴の中に捕われ、獄屋の中に閉じ

こめられた。彼らはかすめられても助ける者がなく、物を奪われても「もどせ」と言う者も

ない。 

 42:23 あなたがたのうち、だれがこの事に耳を傾けるだろうか、だれが心をもちいて／後

のためにこれを聞くだろうか。 

 42:24 ヤコブを奪わせた者はだれか。かすめる者にイスラエルをわたした者はだれか。こ

れは主ではないか。われわれは主にむかって罪を犯し、その道に歩むことを好まず、またそ

の教に従うことを好まなかった。 

 42:25 それゆえ、主は激しい怒りと、猛烈な戦いを彼らに臨ませられた。それが火のよう

に周囲に燃えても、彼らは悟らず、彼らを焼いても、心にとめなかった。 

マタイ 12:17 これは預言者イザヤの言った言葉が、成就するためである、 

 12:18 「見よ、わたしが選んだ僕、わたしの心にかなう、愛する者。わたしは彼にわたし

の霊を授け、そして彼は正義を異邦人に宣べ伝えるであろう。 

 12:19 彼は争わず、叫ばず、またその声を大路で聞く者はない。 

 12:20 彼が正義に勝ちを得させる時まで、いためられた葦を折ることがなく、煙っている

燈心を消すこともない。 

 12:21 異邦人は彼の名に望みを置くであろう」。 

 

イザヤ５３章 

53:1 だれがわれわれの聞いたことを／信じ得たか。主の腕は、だれにあらわれたか。 

 53:2 彼は主の前に若木のように、かわいた土から出る根のように育った。彼にはわれわれ



の見るべき姿がなく、威厳もなく、われわれの慕うべき美しさもない。 

 53:3 彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で、病を知っていた。また顔をおおって忌み

きらわれる者のように、彼は侮られた。われわれも彼を尊ばなかった。 

 53:4 まことに彼はわれわれの病を負い、われわれの悲しみをになった。しかるに、われわ

れは思った、彼は打たれ、神にたたかれ、苦しめられたのだと。 

 53:5 しかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ、われわれの不義のために砕かれたの

だ。彼はみずから懲らしめをうけて、われわれに平安を与え、その打たれた傷によって、わ

れわれはいやされたのだ。 

 53:6 われわれはみな羊のように迷って、おのおの自分の道に向かって行った。主はわれわ

れすべての者の不義を、彼の上におかれた。 

 53:7 彼はしえたげられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場にひかれて

行く小羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように、口を開かなかった。 

 53:8 彼は暴虐なさばきによって取り去られた。その代の人のうち、だれが思ったであろう

か、彼はわが民のとがのために打たれて、生けるものの地から断たれたのだと。 

 53:9 彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設

けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。 

 53:10 しかも彼を砕くことは主のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を、とがの

供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命をながくすることができる。かつ主

のみ旨が彼の手によって栄える。 

 53:11 彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なるわがしもべはその知識によ

って、多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。 

 53:12 それゆえ、わたしは彼に大いなる者と共に／物を分かち取らせる。彼は強い者と共

に獲物を分かち取る。これは彼が死にいたるまで、自分の魂をそそぎだし、とがある者と共

に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、とがある者のためにとりなしを

した。 

マタイ 8:17 これは、預言者イザヤによって「彼は、わたしたちのわずらいを身に受け、わ

たしたちの病を負うた」と言われた言葉が成就するためである。 

ルカ 22:37 あなたがたに言うが、『彼は罪人のひとりに数えられた』としるしてあることは、

わたしの身に成しとげられねばならない。そうだ、わたしに係わることは成就している」。 

 

ダニエル 7:13 わたしはまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のような者が、天の

雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。 

 7:14 彼に主権と光栄と国とを賜い、諸民、諸族、諸国語の者を彼に仕えさせた。その主権

は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。 

マタイ 24:30 そのとき、人の子のしるしが天に現れるであろう。またそのとき、地のすべ

ての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光とをもって、人の子が天の雲に乗って来るのを、



人々は見るであろう。 

 

ミカ 5:2 しかしベツレヘム・エフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さい者だが、イス

ラエルを治める者があなたのうちから／わたしのために出る。その出るのは昔から、いにし

えの日からである。 

マタイ 2:6 『ユダの地、ベツレヘムよ、おまえはユダの君たちの中で、決して最も小さいも

のではない。おまえの中からひとりの君が出て、わが民イスラエルの牧者となるであろう』」。 

 

ゼカリヤ 9:9 シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、呼ばわれ。見よ、あなたの王

はあなたの所に来る。彼は義なる者であって勝利を得、柔和であって、ろばに乗る。すなわ

ち、ろばの子である子馬に乗る。 

マタイ 21:4 こうしたのは、預言者によって言われたことが、成就するためである。 

 21:5 すなわち、「シオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる、柔和なおかた

で、ろばに乗って、くびきを負うろばの子に乗って」。 

 

 

 

使徒 13:27 エルサレムに住む人々やその指導者たちは、イエスを認めずに刑に処し、それ

によって、安息日ごとに読む預言者の言葉が成就した。 

 

 

ヨハネ 5:35 ヨハネは燃えて輝くあかりであった。あなたがたは、しばらくの間その光を喜

び楽しもうとした。 

 5:36 しかし、わたしには、ヨハネのあかしよりも、もっと力あるあかしがある。父がわた

しに成就させようとしてお与えになったわざ、すなわち、今わたしがしているこのわざが、

父のわたしをつかわされたことをあかししている。 

 5:37 また、わたしをつかわされた父も、ご自分でわたしについてあかしをされた。あなた

がたは、まだそのみ声を聞いたこともなく、そのみ姿を見たこともない。 

 5:38 また、神がつかわされた者を信じないから、神の御言はあなたがたのうちにとどまっ

ていない。 

 5:39 あなたがたは、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は、わた

しについてあかしをするものである。 

 5:40 しかも、あなたがたは、命を得るためにわたしのもとにこようともしない。 

 5:41 わたしは人からの誉を受けることはしない。 

 5:42 しかし、あなたがたのうちには神を愛する愛がないことを知っている。 

 5:43 わたしは父の名によってきたのに、あなたがたはわたしを受けいれない。もし、ほか



の人が彼自身の名によって来るならば、その人を受けいれるのであろう。 

 5:44 互に誉を受けながら、ただひとりの神からの誉を求めようとしないあなたがたは、ど

うして信じることができようか。 

 5:45 わたしがあなたがたのことを父に訴えると、考えてはいけない。あなたがたを訴える

者は、あなたがたが頼みとしているモーセその人である。 

 5:46 もし、あなたがたがモーセを信じたならば、わたしをも信じたであろう。モーセは、

わたしについて書いたのである。 

 5:47 しかし、モーセの書いたものを信じないならば、どうしてわたしの言葉を信じるだろ

うか」。 

 

 

 

こんなにも聖書の中に、イエス様という方のことがはっきりと書かれているのに、その苦難

の後の栄光について聖書に書かれ、イエス様も語って下さったのに、そのことを忘れて悩み

にふける弟子たち。そして今日の私たちも同じなのではないでしょうか。 

 

「ああ、愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべての事を信じられない者たちよ。」 

 

ああ愚か。ああ心の鈍い者。預言者たちがこうまで言っているのにもかかわらず。 

私たちも、すぐに聖書を放り投げて、現実世界の中にすっかりと目を奪われてあるその姿に、

主のこのお言葉場心に響きます。 

 

「ああ、愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべての事を信じられない者たちよ。」 

 

24:27 こう言って、モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身につ

いてしるしてある事どもを、説きあかされた。 

 24:28 それから、彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれ

る様子であった。 

 24:29 そこで、しいて引き止めて言った、「わたしたちと一緒にお泊まり下さい。もう夕暮

になっており、日もはや傾いています」。イエスは、彼らと共に泊まるために、家にはいら

れた。 

 24:30 一緒に食卓につかれたとき、パンを取り、祝福してさき、彼らに渡しておられるう

ちに、 

 24:31 彼らの目が開けて、それがイエスであることがわかった。すると、み姿が見えなく

なった。 

 24:32 彼らは互に言った、「道々お話しになったとき、また聖書を説き明してくださったと



き、お互の心が内に燃えたではないか」。 

 24:33 そして、すぐに立ってエルサレムに帰って見ると、十一弟子とその仲間が集まって

いて、 

 24:34 「主は、ほんとうによみがえって、シモンに現れなさった」と言っていた。 

 24:35 そこでふたりの者は、途中であったことや、パンをおさきになる様子でイエスだと

わかったことなどを話した。 

 

「道々お話しになったとき、また聖書を説き明してくださったとき、お互の心が内に燃えた

ではないか」そして彼らは日が傾き、もう休みましょうと語っていたのに、心のうちから喜

びと力がぐんぐんと湧き出て、１１キロメートルの道を取って返して、エルサレムに戻り、

愛する兄弟姉妹たちにこの喜びの出来事を告げ、共に喜び、力づけられたのでした。卓志た

ちも、困難の中、そんな喜び、イエス様を指し示す御言葉によって心に明かりが灯され、心

が情熱に燃え上がり、その感動を互いに共有し、力づけ合って生きて行きたいと願います。 

 

弱りやすい私たちの心と体に、イエス様が伴い人生を歩いてくださり、語りかけて下さいま

すみ言葉は、私たちの心を明るくし、心を燃やす生きる力です。 

イエス様がいつも私たちを愛し、養い、祝福の祈りをささげパンを食べさせ、子よと呼び、

そして聖餐式をしてくださり、いつも私の記念として行い、私と共にありなさいと語られる

イエス様に心を一つにし、いつまでもこのお方に期待し、信じ、希望を抱いて、進み続けた

いと願います。「わたしたちと一緒にお泊まり下さい。」、私たちの心のうちにいつまでもお

住み下さいと願いつつ、今週も、そうとは気付かなくても私たちに近づき、寄り添い、共に

歩んでくださるイエス様を頼りとして、神様をただ見上げて進んでいきたいと祈ります。 

 

◇祈祷；天の父なる神様、今日の礼拝を感謝します。お姿が見えないよ

うでも実は私たちと共にいまして、お言葉を語りかけ、御言葉を思い起

こさせて下さり、不安を取り除き、希望を与え、心を燃やし、生きる活

力を与えて下さいますことをありがとうございます。子供からお年寄

りまで、あらゆる年齢の方々が、この時こそ教会にて、イエス・キリス

トに出会うことができますようにお願いいたします。私たちの家族と、



地域の方々を祝福して下さい。主イエス様の御名によって祈ります。ア

ーメン 

 

讃美歌３９ 

１）日暮れて 四方(よも)は暗く 

  我が霊(たま)は いと寂し 

  寄る辺(べ)なき 身の頼る 

  主よ、ともに宿りませ 

２）人生(いのち)の 暮れ近づき 

  世の色香 移り行く 

  とこしえに 変わらざる 

  主よ、ともに宿りませ 

３）世の闇 押し迫りて 

  誘(いざな)いの 声繁(しげ)し 

  時の間も 去りまさで 

  主よ、ともに宿りませ 

４）死の刺(はり) 何処(いずこ)にある 

  主の近く ましまさば 

  我勝ちて 余りあらん 



  主よ、ともに宿りませ 

５）十字架の くしき光 

  閉ずる目に 仰がしめ 

  御栄(みさか)えに 覚むるまで 

  主よ、ともに宿りませ 

 


