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２０２2 年 8 月 21 日 午前礼拝 

「神の恵みの福音」 説教:大木英雄牧師 

 
【引用聖句】使徒 20:22～24 

22 いま私は、心を縛られて、エルサレムに上る途中です。そこで私にどんなことが起こる

のかわかりません。 

23 ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりとあかしされて、なわめと苦し 

みが私を待っていると言われることです。 

24 けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵みの福 

音をあかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しいと 

は思いません。 

 

【説教要約】 

使徒 20:22～23 

22 いま私は、心を縛られて、エルサレムに上る途中です。そこで私にどんなことが起こる

のかわかりません。 

23 ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりとあかしされて、なわめと苦し

みが私を待っていると言われることです。 

 

ヨハネ 14:26 

しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたに

すべてのことを教え、また、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせてく

ださいます。 

 

「聖霊はあなたがたにすべての事を教え」を私は今まで聖霊様が教えてくださる事はすべ

て良いことばかりだと思っていましたが、「縄目の苦しみが待っている」所へ聖霊様は導く

のだということが解りました。 

 

使徒 7:55 

しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っておら

れるイエスとを見て、 

 

ステパノは聖霊に導かれて殉教しました。 

 

イザヤ書 55:8～9 

8 「わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なる

からだ。―主の御告げ― 

9 天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、

あなたがたの思いよりも高い。 

 

私の思いと聖霊様の思いは違うので、「聖霊様が導かれることは何でもします」という姿勢

が大切です。 
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エペソ 5:18 

また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。 

 

「聖霊に満たされる」とは聖霊に支配されるということです。「聖霊様の望まれることは何

でもします」という姿勢が大切です。 

 

使徒 20:24 

けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵みの福音を

あかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しいとは思いま

せん。 

 

(1)自分の走るべき行程を走りつくし・・・私の走るべき行程は葛西教会で終わるのか、ま

だあるのかわかりません。 

(2)神の恵みの福音＝神の恵み 

 

私は「イエス様のように愛の人になりたい」と思っていました。「イエス様によって救われ

たい」とは思いませんでした。私は「人に救っていただくほど弱い人間ではない」と思って

いました。それは自分の罪が解っていなかったからです。 

 

神の恵＝人間の努力ではできないことを神様が恵みのよってしてくださる事 

 

神様はアダムとエバをエデンの園に置かれました。そして１つの命令を守れば永遠に幸せ

にしてくださったのです。 

 

創世記 2:17 

しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あな

たは必ず死ぬ｡」 

 

しかしアダムとエバは悪魔の誘惑によって、神様との契約を破ってしまうのです。 

 

創世記 3:5～6 

5 あなたがたがそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、あなたがたが神のようにな

り、善悪を知るようになることを神は知っているのです。」 

6 そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのに良く、目に慕わしく、賢くするという

その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、いっしょにいた夫にも与

えたので、夫も食べた。 

 

アダムとエバは「神のようになり」という誘惑に負けたのです。神のようになるという誘惑

に勝てる人がいますか。何でも自分の思い道理になるのです。 

 

神様との契約を破ったのでアダムとエバは悪魔の奴隷になってしまったのです。悪魔の奴

隷と言われても悪魔は目で見ることはできません。悪魔は霊的な存在です。旧約聖書は目に

見えないことを目に見えるようにしてくださいました。 
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イスラエルの民はエジプトで 400 年間エジプトの王様（パロ）の奴隷でした。イスラエル

の 20 歳以上の 60 万人の男性は自分たちの努力でエジプトの王様から解放される方法がな

かったのです。神様はモーセを遣わし、エジプトの王様に 

 

出エジプト記 5:1～4 

1 その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。「イスラエルの神、主が

こう仰せられます。『わたしの民を行かせ、荒野でわたしのために祭りをさせよ。』」 

2 パロは答えた。「主とはいったい何者か。私がその声を聞いてイスラエルを行かせなけれ

ばならないというのは。私は主を知らない。イスラエルを行かせはしない。」 

3 すると彼らは言った。「ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今、私

たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主にいけにえをささげさせてください。

でないと、主は疫病か剣で、私たちを打たれるからです。」 

4 エジプトの王は彼らに言った。「モーセとアロン。おまえたちは、なぜ民に仕事をやめさ

せようとするのか。おまえたちの苦役に戻れ。」 

 

モーセとアロンは神様が「エジプトの王様に言いなさい」と言った言葉をそのまま伝えたの

です。モーセとアロンは神様の言葉に従ったのです。神様の言葉に従った結果、余計悪いこ

とになったのです。「今までのように『わら』は与えない自分たちで探して来い。そしてレ

ンガの数は今まで通り造れ」神様の言葉に従った結果余計悪いことになったのです。 

 

出エジプト記 5:22～23 

22 それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。「主よ。なぜあなたはこの民に害

をお与えになるのですか。何のために、私を遣わされるのですか。 

23 私がパロのところに行って、あなたの御名によって語ってからこのかた、彼はこの民に

害を与えています。それなのにあなたは、あなたの民を少しも救い出そうとはなさいませ

ん。」 

 

そうすると神様は 

 

出エジプト記 6:1～3 

1 それで主はモーセに仰せられた。「わたしがパロにしようとしていることは、今にあなら

にわかる。すなわち強い手で、彼は彼らを出て行かせる。強い手で、彼はその国から彼らを

追い出してしまう。」 

2 神はモーセに告げて仰せられた。「わたしは主である。 

3 わたしは、アブラハム、イサク、ヤコブに、全能の神として現れたが、主という名では、

わたしを彼らに知らせなかった。 

 

「わたしは主である」 

神様は奇跡をおこなわれた 

① ナイル川の水を血に変えた 

② エジプトの家全部にカエルを這い上がらせた 

③ エジプト全土をブヨでおおった 

④ エジプト全土をアブでおおつた 
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⑤ エジプトのすべての家畜を疫病にした 

⑥ エジプトの家畜全てに腫物が出来た 

⑦ エジプト全土に雹を降らせた 

⑧ エジプト全土の植物はいなごの大群に食べられた。 

⑨ エジプト全土を暗闇でおおった 

⑩ エジプト人の全ての長子が怪死した 

 

出エジプト記 12:5 

あなたがたの羊は傷のない一歳の雄でなければならない。それを子羊かやぎのうちから取

らなければならない。 

 

出エジプト記 12:7 

その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と、かもいに、それをつける。 

 

イスラエル人は神様の命令を守った。しかしエジプト人は神様の命令を守らなかった。 

 

出エジプト記 12:29～36 

29 真夜中になって、主はエジプトの地のすべての初子を、王座に着くパロの初子から、地

下牢にいつ捕虜の初子に至るまで、また、すべての家畜の初子をも打たれた。 

30 それで、その夜、パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そして、エジプト

には激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。 

31 パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せて言った。「おまえたちもイスラエル人も立

ち上がって、私の民の中から出て行け。おまえたちが言うとおりに、行って、主に仕えよ。 

32 おまえたちの言うとおりに、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のために

も祝福を祈れ。」 

33 エジプトは、民をせきたてて、強制的にその国から追い出した。人々が、「われわれもみ

な死んでしまう」と言ったからである。 

34 それで民は練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に包み、肩にかつ

いだ。 

35 イスラエル人はモーセのことばどおりに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それ

に着物を求めた。 

36 主がエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入

れた。こうして、彼らはエジプトからはぎ取った。 

 

出エジプト記 12:7 

その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と、かもいに、それをつける。 

 

これが、イエス様が私達罪人の身代わりとして十字架で死なれた事を現しているのです。 

 

ヨハネ 1:29 

その翌日、ヨハネは自分のほうにイエスが来られるのを見て言った。｢見よ、世の罪を取り

除く神の小羊。 
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イスラエルの民が２本の門柱と鴨居に子羊の血を塗ることによって救われたように。私た

ち罪びとは、「イエス様の十字架の死は私の罪の身代わりだった」と信じるだけで救われる

のです。 

 

出エジプト記 12:7 

その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と、かもいに、それをつける。 

 

神様の言葉を信じれば、あとは神様が働いてくださる。これが神様の恵みです。 

 

出エジプト記 12:13 

あなたがたのいる家々の血は、あなたがたのためにしるしとなる。わたしはその血を見て、

あなたがたの所を通り越そう。わたしがエジプトの地を打つとき、あなたがたには滅びのわ

ざわいは起こらない。 

 

しかしエジプト人は神様の御言葉に従わなかったので神様がエジプト人の長男をみな殺さ

れた。 

 

出エジプト記 12:29 

真夜中になって、主はエジプトの地のすべての初子を、王座に着くパロの初子から、地下牢

にいる捕虜の初子に至るまで、また、すべての家畜の初子をも打たれた。 

 

出エジプト記 14:4～8 

4 わたしはパロの心をかたくなにし、彼が彼らのあとを追えば、パロとその全軍勢を通し

てわたしは栄光を現し、エジプトはわたしが主であることを知るようになる。」そこでイス

ラエル人はそのとおりにした。 

5 民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考

えを変えて言った。「われわれはいったい何ということをしたのだ。イスラエルを去らせて

しまい、われわれに仕えさせないとは。」 

6 そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、 

7 えり抜きの戦車六百とエジプトの全戦車を、それぞれ補佐官をつけて率いた。 

8 主がエジプトの王パロの心をかたくなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。

しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。 

 

エジプトの王様の長男から奴隷の長男まで全員殺されたときは、エジプト人全員が殺され

ると神様を恐れてイスラエル人を追い出しておいて、一息つくとイスラエルの 20 歳以上の

60 万人の奴隷が欲しくなってイスラエル人を追跡してきたのです。 

 

出エジプト記 14:10～12 

10 パロは近づいていた。それで、イスラエル人が目を上げて見ると、なんと、エジプト人

が彼らのあとに迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて、主に向かって叫んだ。 

11 そしてモーセに言った。「エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れて来て、

この荒野で、死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、いったい何とい

うことを私たちにしてくれたのです。 
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12 私たちがエジプトであなたに言ったことは、こうではありませんでしたか。『私たちの

ことはかまわないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。』事実、エジプトに仕える

ほうがこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。」 

 

人間はどうしてこのように状況に振り回されるのでしょうか、エジプトの王様の長男から

奴隷の長男まで殺されたときは、イスラエルの民は意気揚々と出エジプトしました、しかし

エジプトの戦車を見るとこの「荒野で殺される」と思ってしまうのです。人間は神様の御言

葉よりも状況に振り回されるのです。 

 

出エジプト記 14:13～14 

13 それでモーセは民に言った。「恐れてはいけない。しっかり立って、きょう、あなたがた

のために行われる主の救いを見なさい。あなたがたは、きょう見るエジプト人をもはや永久

に見ることはできない。 

14 主があなたがたのために戦われる。あなたがたは黙っていなければならない。」 

 

モーセはどうしてこのように言うことが出来たのか、モーセは 10 の奇跡を見ていたからで

す。 

 

出エジプト記 14:15～16 

15 主はモーセに仰せられた。「なぜあなたはわたしに向かって叫ぶのか。イスラエル人に

前進するように言え。 

16 あなたは、あなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラ

エル人が海の真ん中のかわいた地を進み行くようにせよ。 

 

神様はモーセに荒れ狂う紅海の上に 

「あなたの杖を挙げ、あなたの手を海の上にさし伸ばし、海を分け、イスラエル人が海の真

ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。」 

皆さんは神様の御言葉に従うことが出来ますか。 

モーセは神様の御言葉に従いました。 

 

出エジプト記 14:21～31 

21 そのとき、モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海

を陸地とされた。それで水は分かれた。 

22 そこで、イスラエル人は海の真ん中のかわいた地を、進んで行った。水は彼らのために

右と左で壁となった。 

23 エジプト人は追いかけて来て、パロの馬も戦車も騎兵も、みな彼らのあとから海の中に

入って行った。 

24 朝の見張りのころ、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見おろし、エジプトの

陣営をかき乱された。 

25 その戦車の車輪をはずして、進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。「イ

スラエル人の前から逃げよう。主が彼らのために、エジプトと戦っておられるのだから。」 

26 このとき主はモーセに仰せられた。「あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人

と、その戦車、その騎兵の上に返るようにせよ。」 
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27 モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に、海がもとの状態に戻った。エジプ

ト人は水が迫って来るので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。 

28 水はもとに戻り、あとを追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵をおおった。残さ

れた者はひとりもいなかった。 

29 イスラエル人は海の真ん中のかわいた地を歩き、水は彼らのために、右と左で壁となっ

たのである。 

30 こうして、主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死

んでいるエジプト人を見た。 

31 イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見たので、民は主を恐れ、主

とそのしもべモーセを信じた。 

 

イスラエルの民は神様の恵みによって救われました。 

しかし 3 日もたたないうちにイスラエルの民はモーセに文句を言いました。 

 

出エジプト記 17:1～7 

1 イスラエル人の全会衆は、主の命により、シンの荒野から旅立ち、旅を重ねて、レフィデ

ィムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。 

2 それで、民はモーセと争い、「私たちに飲む水を下さい」と言った。 

3 民はその所で水に渇いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。「いったい、なぜ私た

ちをエジプトから連れ上ったのですか。私や、子どもたちや、家畜を、渇き死なせるためで

すか。」 

4 そこでモーセは主に叫んで言った。「私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少し

で私を石で打ち殺そうとしています。」 

5 主はモーセに仰せられた。「民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなた

がナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。 

6 さあ、わたしはあそこのホレブの岩の上で、あなたの前に立とう。あなたがその岩を打つ

と、岩から水が出る。民はそれを飲もう。」そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前

で、そのとおりにした。 

7 それで、彼はその所をマサ、またはメリバと名づけた。それは、イスラエル人が争ったか

らであり、また彼らが、「主は私たちの中におっれるのか、おられないのか」と言って、主

を試みたからである。 

 

私を含めて人間はなんと神様の恵みを忘れてしまう者でしょうか。 

家内は家内の母から私と結婚するように高校２年生の時に言われて、「9 歳も年上だし好き

でもない人と結婚できません」と断りましたが、家内の母は「結婚してくれないと死ぬ」と

言われて悩み始めました。 

 

大学 3 年生の時に、家内の親友が東京でクリスチャンになり夏休みに名古屋へ帰ってきま

した。家内がその友達に悩みを相談したら「尚ちゃん（家内の名前は尚子）どんな悩みでも

イエス様を信じたら解決するよ。4 年間も悩んできたことをイエス様を信じただけで解決す

るよ」と言われて「そんな馬鹿な話があるか」と半信半疑で聴いていました、彼女は個人伝

道を始めたのです。家内はいやいや聞いていましたが最後に彼女が開いた御言葉が 
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Ⅰヨハネ 4:10 

私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物

としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。 

 

家内の母は家内を愛してくれましたが家内の母の愛は自分の願望を押し付けてくる愛でし

た。そんなのは、愛ではないと思っていましたので死にたいと思っていたのです。ところが

神様が私を愛してくださるというのです。家内はその神様の愛を信じて救われました。しか

し何か困ったことが起こってくると神様の愛を忘れてしまうのです。 

 

私もイエス様を信じて救われました。私の場合は救われただけではなく長女愛をいただい

た時に牧師になる決心までさせていただきました。長女をいただいたいきさつは一人目の

子供は流産で 2 人目の子供も流産で 3 人目の子供は生まれて 1 か月で亡くなりました、4

人目に生まれたのが長女愛です。長女が生まれた時お母さんは出血多量で亡くなりました。 

 

私は、長女はなんとかわいそうな子だと思いました。そのときベテイ先生（孤児院の先生）

が「大木さんこの子はかわいそうな子でしょう。しかし神様がこの子を必要とされたんだよ。

神様はこの子を必ず益にしてくださる。」と言われました。私はお母さんが亡くなった子供

を益にしてくださる。私はなんとすごい神様だと思いました。 

 

その時私は高校で数学を教えていましたが本当は物理が教えたかったのです。物理は選択

だから先生は少ししかいらないのです。私は一度しかない人生、命がけでやる仕事がしたか

ったのです。私のようなものでも神様が益にしてくださるならこの神様に命をかけてみよ

うと決心して新学校へ行く決心をしました。 

 

ローマ 5:8 

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったこと

により、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 

 

私のような罪びとのために命を捨てくさったイエス様に命をささげることが出来て感謝し

ています。 


