
受難節 夕の祈り④   2020 年 3 月 17 日（受難節第 4 週水曜日）19:00～ 
      

◆祈りへの備え（沈黙） 

◆讃美 443｢冠も天の座も｣ 

◆祈りへの招き 詩編145編より 

司式 わたしの王、神よ、あなたをあがめ 

会衆 世々限りなく御名をたたえます。 

司式 絶えることなくあなたをたたえ 

会衆 世々限りなく御名を賛美します。 

司式 大いなる主、限りなく賛美される主 

会衆 大きな御業は究めることもできません。 

司式 人々が、代々に御業をほめたたえ 

会衆 力強い御業を告げ知らせますように。 

司式 あなたの輝き、栄光と威光 

会衆 驚くべき御業の数々をわたしは歌い

ます。 

一同 人々が恐るべき御力について語りま

すように。 

司式 大きな実泡zをわたしは数え上げます。 

会衆 人々が深い御恵みを語り継いで記念

とし 

一同 救いの御業を喜び歌いますように。 

司式 主は恵みに富み、憐れみ深く 

会衆 忍耐強く、慈しみに満ちておられます。 

司式 主はすべてのものに恵みを与え 

会衆 造られたすべてのものを憐れんでくだ

さいます。 

司式 主よ、造られたものがすべて、あなた

に感謝し 

会衆 あなたの慈しみに生きる人があなた

をたたえ 

司式 あなたの主権の栄光を告げ 

会衆 力強い御業について語りますように。 

司式 その力強い御業と栄光を 

会衆 主権の輝きを、人の子らに示しますよ

うに。 

司式 あなたの主権はとこしえの主権 

会衆 あなたの統治は代々に。 

司式 主は倒れようとする人を一人ひとり支え 

会衆 うずくまっている人を起こしてくださいます。 

司式 ものみながあなたに目を注いで待ち望むと 

会衆 あなたはときに応じて食べ物をくださ

います。 

司式 すべて命あるものに向かって御手を開き 

会衆 望みを満足させてくださいます。 

司式 主の道はことごとく正しく 

会衆 御業は慈しみを示しています。 

司式 主を呼ぶ人すべてに近くいまし 

会衆 まことをもって呼ぶ人すべてに近くいまし 

司式 主を畏れる人々の望みをかなえ 

会衆 叫びを聞いて救ってくださいます。 

司式 主を愛する人は主に守られ 

会衆 主に逆らう者はことごとく滅ぼされます。 

司式 わたしの口は主を賛美します。 

一同 すべて肉なるものは 

 世々限りなく聖なる御名をたたえます。 

◆罪の告白の呼びかけ 
ヨエル書 2章より 
1  シオンで角笛を吹き 
わが聖なる山で鬨の声をあげよ。 
この国に住む者は皆、おののけ。 
主の日が来る、主の日が近づく。 

12 主は言われる。 
「今こそ、心からわたしに立ち帰れ 
断食し、泣き悲しんで。 

13 衣を裂くのではなく 
お前たちの心を引き裂け。」 

あなたたちの神、主に立ち帰れ。 
主は恵みに満ち、憐れみ深く 
忍耐強く、慈しみに富み 
くだした災いを悔いられるからだ。 

14 あるいは、主が思い直され 
その後に祝福を残し 
あなたたちの神、主にささげる 

穀物とぶどう酒を 
残してくださるかもしれない。 

15 シオンで角笛を吹き 
断食を布告し、聖会を召集せよ。 

16 民を呼び集め、会衆を聖別し 
長老を集合させよ。 
幼子、乳飲み子を呼び集め 
花婿を控えの間から 



花嫁を祝いの部屋から呼び出せ。 
17 祭司は神殿の入り口と祭壇の間で泣き 
主に仕える者は言うがよい。 
「主よ、あなたの民を憐れんでください。 
あなたの嗣業である民を恥に落とさず 
国々の嘲りの種としないでください。 
『彼らの神はどこにいるのか』と 
なぜ諸国の民に 

言わせておかれるのですか。」 

18 そのとき 
主は御自分の国を強く愛し 
その民を深く憐れまれた。 

司式  預言者ヨエルは、叫んで言いました。 

「今こそ、心から主に立ち帰れ、 

断食し、泣き悲しんで。 

衣を裂くのではなく 

あなたの心を引き裂け。」 

打ち砕かれた心をもって神の御前に

打ち明けて、わたしたちの罪を告白し、 

すべての不義を悔い改めましょう。 

◆罪の告白の祈りと赦しの宣言 

一同  憐み深い神、 

わたしどもは、反抗的な民であったこ

とを告白いたします。 

わたしどもの教会は、いつも主に従う

群れではありませんでした。 

貧しい人々を自分たちの隣人として

愛することが、できませんでした。 

わたしどもは、自分の恥を覆い隠すた

めに、信心を利用していることがあり

ました。自分本位の断食をすることは

あっても、何かを犠牲にしようとは思

っておりませんでした。 

自分を正当化する衣を身にまとうこと

はあっても、悔い改めを身にまとうこ

とはせずに済ませておりました。 

ただこれまでどおりのことを繰り返す

するばかりでありました。 

世の人々は、わたしどもを見て、問う

ていることでしょう、 

「この者らの神はどこにいるのか」と。 

わたしどもをお赦しください。 

神よ。わたしどもの反抗する心を打ち

砕いてください。わたしどもの内に、救

いの御光を取り戻させてください。 

主イエス・キリストを通して。アーメン 

司式  主は、あなたがたの悔いる思いを受け

とめてくださいます。 

また、あなたがたに、慰めをお与えく

ださいます。 

主に、あなたの神に、立ち帰りなさい。 

主なる神は、恵み深く、憐れみ深いお

方だからです。 

主は、怒るに遅く、変わらぬ愛に満ち

あふれるお方です。 

◆祈り  

司式  義なる神。 

あなたさまは、わたしどもの隠れて行う

献身をご覧になられます。 

わたしどもの心の内にある密やかな動

機をもご存じです。 

わたしどもの信心を、偽りなきものにし

てください。 

わたしどもの内にある心と思いが、口

にする言葉を確かなものとし、また、信

仰の実践をまことにいたすのです。 

わたしどもの内に、謙遜の霊を据えさ

せてください。 

地上における栄誉には気に留めさせ

ないでください。 

そうすれば、わたしどもは、あなたさま

の誠実な子らとして生きることができる

のです。 

イエス・キリスト、われらの主にあって。 

一同  アーメン 



◆聖書朗読   

マタイによる福音書 18章 
1そのとき、弟子たちがイエスのところに

来て、「いったいだれが、天の国でいちばん

偉いのでしょうか」と言った。2そこで、イエ

スは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立た

せて、3言われた。「はっきり言っておく。心

を入れ替えて子供のようにならなければ、決

して天の国に入ることはできない。4自分を

低くして、この子供のようになる人が、天の

国でいちばん偉いのだ。5わたしの名のため

にこのような一人の子供を受け入れる者は、

わたしを受け入れるのである。」 
6 「しかし、わたしを信じるこれらの小さ

な者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼

を首に懸けられて、深い海に沈められる方が

ましである。7世は人をつまずかせるから不

幸だ。つまずきは避けられない。だが、つま

ずきをもたらす者は不幸である。8もし片方

の手か足があなたをつまずかせるなら、それ

を切って捨ててしまいなさい。両手両足がそ

ろったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、
片手片足になっても命にあずかる方がよい。
9もし片方の目があなたをつまずかせるなら、

えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目

がそろったまま火の地獄に投げ込まれるよ

りは、一つの目になっても命にあずかる方が

よい。」 
10「これらの小さな者を一人でも軽んじな

いように気をつけなさい。言っておくが、彼

らの天使たちは天でいつもわたしの天の父

の御顔を仰いでいるのである。†12あなたが

たはどう思うか。ある人が羊を百匹持ってい

て、その一匹が迷い出たとすれば、九十九匹
を山に残しておいて、迷い出た一匹を捜しに

行かないだろうか。13はっきり言っておくが、

もし、それを見つけたら、迷わずにいた九十

九匹より、その一匹のことを喜ぶだろう。14

そのように、これらの小さな者が一人でも滅

びることは、あなたがたの天の父の御心では

ない。」 
15「兄弟があなたに対して罪を犯したなら、

行って二人だけのところで忠告しなさい。言

うことを聞き入れたら、兄弟を得たことにな

る。16聞き入れなければ、ほかに一人か二人、

一緒に連れて行きなさい。すべてのことが、

二人または三人の証人の口によって確定さ

れるようになるためである。17それでも聞き

入れなければ、教会に申し出なさい。教会の

言うことも聞き入れないなら、その人を異邦

人か徴税人と同様に見なしなさい。18はっき

り言っておく。あなたがたが地上でつなぐこ

とは、天上でもつながれ、あなたがたが地上

で解くことは、天上でも解かれる。19また、

はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、

あなたがたのうち二人が地上で心を一つに

して求めるなら、わたしの天の父はそれをか

なえてくださる。20二人または三人がわたし

の名によって集まるところには、わたしもそ

の中にいるのである。」 
21そのとき、ペトロがイエスのところに来

て言った。「主よ、兄弟がわたしに対して罪

を犯したなら、何回赦すべきでしょうか。七

回までですか。」22イエスは言われた。「あ

なたに言っておく。七回どころか七の七十倍

までも赦しなさい。23そこで、天の国は次の

ようにたとえられる。ある王が、家来たちに

貸した金の決済をしようとした。24決済し始

めたところ、一万タラントン借金している家

来が、王の前に連れて来られた。25しかし、

返済できなかったので、主君はこの家来に、

自分も妻も子も、また持ち物も全部売って返

済するように命じた。26家来はひれ伏し、『ど

うか待ってください。きっと全部お返ししま

す』としきりに願った。27その家来の主君は
憐れに思って、彼を赦し、その借金を帳消し

にしてやった。28ところが、この家来は外に

出て、自分に百デナリオンの借金をしている

仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、『借金

を返せ』と言った。29仲間はひれ伏して、『ど

うか待ってくれ。返すから』としきりに頼ん

だ。30しかし、承知せず、その仲間を引っぱ

って行き、借金を返すまでと牢に入れた。31

仲間たちは、事の次第を見て非常に心を痛め、

主君の前に出て事件を残らず告げた。32そこ

で、主君はその家来を呼びつけて言った。『不

届きな家来だ。お前が頼んだから、借金を全

部帳消しにしてやったのだ。33わたしがお前

を憐れんでやったように、お前も自分の仲間

を憐れんでやるべきではなかったか。』34そ

して、主君は怒って、借金をすっかり返済す

るまでと、家来を牢役人に引き渡した。35あ

なたがたの一人一人が、心から兄弟を赦さな

いなら、わたしの天の父もあなたがたに同じ

ようになさるであろう。」 



◆黙想 

◆とりなしの祈り  

司式  神の義に信頼して、 

世界のために、 

わたしたち自身の必要のために、 

祈って言いましょう、 

「聖なる神、わたしたちの祈りをお聞き

ください」と。 

断食と悔い改めの期節の中にある教

会のために祈ります 

神の民が、混じりけのない心をもって、

生活を改め、福音に聞き従うことがで

きますように。 

聖なる神、 

会衆  わたしたちの祈りをお聞きください。 

司式  すべての牧師たち、教師たちのため

に、祈ります。 

彼らが、謙遜な手本となって、教会を

導くことができますように。 

また、地上の報いに気を取られること

なく、はっきりと証しすることができます

ように。 

聖なる神、 

会衆  わたしたちの祈りをお聞きください。 

司式  国々の間の平和のために、また、政府

機関の汚れなきために、祈ります。 

聖なる神、 

会衆  わたしたちの祈りをお聞きください。 

司式  わたしたちの町と、そこに住むすべて

の人々のために、祈ります。 

近隣地域が、もてなしと配慮の場とな

りますように。 

聖なる神、 

会衆  わたしたちの祈りをお聞きください。 

司式  貧しい人々や抑圧されている人々の

ために祈ります。 

その人たちが、苦難からの解放を見

出すことができますように。 

また、人の苦しみを取り除くために努

力しているすべての人々のために、祈

ります。 

聖なる神、 

会衆  わたしたちの祈りをお聞きください。 

司式  心や体の病に苦しんでいる人々のた

めに祈ります。 

その人たちの世話をする者たちのた

めに祈ります。 

苦しみの症状をいやされ、あふれる命

の喜びを知ることができますように。 

聖なる神、 

会衆  わたしたちの祈りをお聞きください。 

司式  これらのことと、聖なる神、あなただけ

がご存じの事ごとのために、わたした

ちは祈ります。 

イエス・キリスト、わたしたちの主の御

名によって。 

会衆  アーメン 

◆派遣 

司式  主の避けどころにあって、 

義と憐れみとを求めなさい。 

あなたの心を開きなさい、 

悔いる思いと思いやりの内に。 

あなたが、生ける神によって 

造りかえていただけるように。 

世界が、神によって、あなたを通して 

造りかえられますように。 

平和のうちに、行きなさい。 

一同 アーメン 

◆讃美 558「主よ、聞きたまえ」 

◆退堂 


