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“Go"	 Acts of the Apostles 9: 10-20 
Acts chapter 9 is known as the "conversion of Saul aka Paul". Saul, who persecuted Christians to attempt to get rid of 

the faith in Jesus Christ, was transformed dramatically into the first missionary and the powerful messenger of the 
gospel. But today, I would like to focus on another person, not Saul. 

The central character of today's verse is "Ananias", who is not known as much compared to Saul. The Bible does not 
tell much about this person, and we can find something about him only in Acts 9 and 22. Ananias is described as a 
"disciple of Christ who lives in Damascus", "a devout believer who values the law", "someone who has a good 
reputation among the Jews". In addition, his name "Ananias" is the Greek word form of "Hananiah" meaning "the Lord 
is merciful". Those are the only information we can find about him. However, through the conversation between God 
and Ananias, we will see how we are called to walk through life as children of God and disciples of Christ who bless 
others. 
 
  First, the Lord spoke to Ananias in vision. Then Ananias answers. "Lord, here I am." (Verse 10) 
Do you remember a prophet called Samuel in the Old Testament? When he was a young boy, he heard the voice of the 
Lord every night, but he did not understand it was Lord’s, and thought it was the voice of his master Eli. He went to 
Eli’s room twice, asking "Master, did you call me?" But Eli told Samuel that he did not call him and said to him, 
"When you are called next time, say this: My Lord, your servant is listening." When Samuel was called the third time, 
he answered, "My Lord, please speak to me. Your servant is listening." From then on, Samuel began to be used as a 
prophet for the Lord. 
  Everyone who walks with God in the Bible and through history has an "attitude of a servant". That is, having the mind 
of a servant who says "I am here to serve you. I am listening to answer you." Ananias had that attitude. He served the 
Lord in his daily life. 

By the way, does God speak only to certain people? Does he only reveal his will to those who have special gifts and 
talents or those who have been theologically trained? That is not true. God is speaking at anytime, anywhere, and to 
anyone. Today, at this moment, God is speaking by His spirit through the word, through the creation, and through 
ordinary and extraordinary things that are happening in our daily living. But God’s voice can only be heard by the ears 
of his servants who are ready to listen and serve like Ananias. It is not surprising at all that he heard the voice of the 
Lord and was sent by Him to touch Saul’s life. Now, let us pray daily, "My Lord, I am here to serve you. Please speak 
to me.” with the heart of a servant.  

In verses 11 and 12, Lord Jesus said something shocking. “Ananias, go and bless Saul.” “What, Lord? No way!” may 
have been Ananias’ first reaction. Serving the Lord and listening to His voice may be a risky lifestyle. Then, to our 
surprise, Ananias is opposing the Lord clearly. What he says here is this. “Lord, why do I have to go to the house where 
that man is staying? Why should I pray for Saul? Why do I have to heal his eyes? He is our enemy! You know he is the 
leader of the persecutors who has tormented your disciples! He came this town to capture us to disgrace your name! 
Why… I do not understand what you are thinking…” Ananias could not accept what he heard from the Lord, and he 
may have been struggling deep inside. 
  Were Ananias’ opinions wrong? No, it was all facts and true. Has his mind been wrong? No, Ananias loved the Lord 
and his fellow disciples so much that he felt the strong need to oppose the Lord's words. 
  Let’s stop here and think about this. In relationships, we often end up being "good children who listen but don’t do". 
What that means is that we may pretend as a "good child" on the surface, but inside we may be filled with "lies, doubts, 
criticisms, and even hatred". Such relationships are seen everywhere between parents and children, teachers and 
students, supervisors and subordinates, husbands and wives, friends, and us and God. What is flowing underneath is the 
mentality such as "well, he wouldn't listen to me anyway”, “she will never change", "there is no value to have a 
conversation with that person", which results in a loveless, giving up, broken relationships. We eventually stop trying 
to build up relationships with honesty and open hearts in love and truth. 
  In Ananias, we do not see such a hardened heart against the Lord. He has an attitude of a humble servant who obeys, 
but at the same time, he is not afraid of telling the Lord about the things he cannot agree with. Ananias was a man who 



seriously wrestled with the Lord. He was totally honest and open, knowing that he had a solid relationship with the 
Lord based on love and trust.  
  If we come to the Lord and talk to Him openly and truthfully without holding back like Ananias, our relationship with 
Him will become much deeper and stronger because it is based on love and trust, not fear and doubt. What a blessing! 
 
  As the result of wrestling, what did Ananias hear from the Lord? He heard simple, straightforward "Go". Lord said it 
with authority as the Creator God. “Whatever you feel, I am the Lord. Do as I say.” 
It is time for us to know who our Lord really is when the thought of human and the thought of the Lord are far apart. 
God’s amazing love that loves even the worst enemy was about to be poured upon Saul through Ananias. 
  Lord said to Ananias. "Saul carries my name in front of the Gentiles, the kings, the descendants of Israel, my choice." 
It means that Saul was a chosen vessel to tell the Lord's holy name to those who opposed God. Saul who once 
disgraced the name of Christ was given a new mission by Christ Himself.  
"I will show him how much he has to suffer for my name." Saul has persecuted Christ’s disciples and made them suffer 
for the name of the Lord. But here the Lord Jesus is saying from now on Saul will be suffering for His name. Jesus who 
said "I will give up my life for my friends. There is no greater love than this" indeed demonstrated that love on the 
cross. Jesus gave his life not only for Ananias but also for Saul. And now He is inviting Saul into a loving relationship 
with him by suffering for His name. 
  The thought of the Lord is much higher than ours. The love of the Lord is totally different from what we think is right 
or want as ideal. Even a faithful disciple like Ananias, a humble man of God, who daily serves the Lord had a long way 
to go really know the Lord. This whole conversation between the Lord Jesus and Ananias must have been a very 
difficult and fulfilling experience for Ananias. Our God loves knows His children and trains them so they can become 
His vessels to reach out to others. That is to send each one of us as the vessels of God's love.  
  Ananias, who heard the Lord saying “Go”, immediately went out. He went to a street called “Straight” to tell Saul that 
Jesus Christ is the straight way to God the Father. 
  The first thing Ananias said was 'Brother Saul'. That’s a miracle! God's love filled Ananias’ heart and overflew, 
calling Saul "Brother in Christ. Then he put his hands on Saul and said, "The Lord Jesus sent me". Ananias did not 
come to Saul because of his own idea or efforts. The Lord Jesus, who Saul hated and persecuted yet died on the Cross 
and rose from the dead, sent Ananias to save Saul and to fill him with the Holy Spirit. Lord Jesus loved Saul and chose 
him as God’s vessel. And behind Saul’s salvation, there was Ananias the vessel of the Lord who completely obeyed 
His will. 
  What happened to Saul as the result?  "Something like scales" fell from Saul's eyes and he was able to see again. I 
don’t know what actually came out of Saul's eyes, but what’s really important is that "Saul was able to see again". His 
mind was changed, he could see what he was doing to the disciples and what Jesus came to the world for. He could see 
that Jesus is alive and that He has sent Ananias to Saul so he could see again. The fact that Ananias who had been an 
enemy came to bless him was truly a “scales out of eyes” experience to Saul! 

Saul was baptized in the name of Jesus which was an act of confessing Jesus as Christ and expressing his 
determination to obey Him. Then as a testimony that Saul was added to the body of Christ, he joined the disciples in 
Damascus and stayed together as a family of God. From there Saul was sent to the synagogue and began to preach the 
gospel to the Jews with whom he used to persecute the disciples. People who saw this dramatic change in Saul were 
shocked and challenged, and they started persecuting him. However, Saul was not moved and kept preaching the gospel 
of Christ to the world. This was the birth of the great missionary Paul and the beginning of the world mission. And 
again, this started with Ananias.  

What will happen when one person serves the Lord, wrestles seriously with the Lord, completely obeys as the Lord's 
vessel. What kind of blessing will be poured? How many people will meet God? Perhaps the "one person" maybe you. 
No, it must be you. 
 

行きなさい	 	  
「使徒の働き９：１０－２０」 	  



	  
使徒の働き 9章は、「サウロの回心」として知られている箇所です。キリストの弟子たちを迫害し

て苦しめ、イエス・キリストの名を無きものとしようとしていたサウロという青年が、復活の主イエ

スと幻の中で出会い、劇的に心と生き様が変えられ、歴史上最初の宣教師パウロとなりました。	  
しかし本日の中心人物はパウロではなく、「アナニヤ」という人です。実は、このアナニヤについ

て聖書は多くを語っておらず、今日の箇所と使徒 22章 12節にしか出てきません。「ダマスコに住む
キリストの弟子」「律法を重んじる敬虔な人」「ダマスコに住むユダヤ人から評判の良い人」であり、

名前の意味は「主は恵み深い」というくらいしか、アナニヤについての情報はありません。そこで、

この箇所に流れているアナニヤと主イエス・キリストとの会話を通して、神様が人々を祝福するため

に用いられる器とは、どのような人なのかを見ていきたいと思います。	  
	  
まず主が幻の中でアナニヤに語りかけられました。するとアナニヤは答えます。「主よ。ここにお

ります。」（10節）旧約聖書に出てくるサムエルという予言者をご存知ですか？まだ少年のころ、サ
ムエルは毎晩主の声を聞いていたのですが、それが「主」とはわからず、仕えていた師匠エリの声だ

と思いました。「私をお呼びですか？」と二回もエリのところに行くのですが、違うと言われます。

サムエルは三回目に呼ばれた時、主に向かって答えました。「主よ、お語り下さい。しもべはきいて

おります。」その時からサムエルは、偉大な主の預言者として用いられ始めました。	  
聖書の中で、また歴史を通して神様と共に歩み、人々を祝福するために用いられている人たちはみ

な、「仕えるしもべの姿勢」を持っています。それは「主よ、私はここにいます。あなたの声を聞い

ています。」という姿勢です。まさにアナニヤは主に仕えるしもべとして、突然主に呼ばれた時、

「主よ、ここにおります」と答えることができたのです。	  
神様は「ある特定の人たち」、たとえば、特別な霊的賜物のある人や神学的な訓練を受けた人だけ

に御心を表しておられるのではありません。神様はいつでも、どこででも、どんな人にでも語ってお

られます。今日も神様は、今この瞬間も、ご自身の御霊によって、聖書を通して、自然を通して、日

常生活の普通の出来事や特別な出来事を通して語っておられます。しかし同時に、主の声を聞くこと

ができるのは、「主よ、私はここにいます。聞いております。お語り下さい。」という、しもべ達の

耳なのです。私たちも日ごろから、主に仕えるしもべの姿勢をもって歩んでいきたいと思います。	  
	  
ここで主は 11節と 12節で、とてもショッキングな事を言われます。「アナニヤ、サウロの所に行

って彼を祝福しなさい。」きっとアナニヤは自分の耳を疑い、「ええっ？まさか？！」と驚き呆れた

のではないでしょうか。実際に主の御声を聞きながら仕えることは、決して楽で平坦な道のりではな

く、むしろ驚きと危険に満ちているのです。そして驚くべきことに、アナニヤは主に向かってハッキ

リと反発しました。「あのサウロが泊っている家に、なぜ私が行かなくてはいけないのですか？あん

な奴になぜ私が手を置いて祈らなくてはいけないのですか？彼の目をなぜ癒さなくてはいけないので

すか？あいつは私たちの敵です！主の弟子たちを苦しめてきた迫害者たちのリーダーです！このダマ

スコに来たのも私たちを捕らえるために来たのです！なぜですか？！主の考えておられることはわか

りません！」アナニヤは全く納得できずに、もがき苦しんだに違いありません。	  
アナニヤが言っていることは間違っていたでしょうか？いいえ、サウロに関しては全て事実であり、

正しいことでした。彼の心と動機は間違っていたでしょうか？いいえ、アナニヤは心から主を愛し仕

え、仲間の弟子たちを愛していました。だから必死になって主に対して反発したのです。それはアナ

ニヤが主の前に、正直に自分の心を注ぎ出した結果に過ぎないのです。	  
私たちはしばしば、「表面的に聞き分けの良い子供」になってはいないでしょうか。どういうこと

かというと、表向きには親や先生に従順に従っているように見えるけれど、内側には「嘘、疑い、批

判」が巣食っている者の姿です。その根底に流れているのは、「どうせ言っても仕方ない」「この人

には本気で向かい合う価値はない」という、愛が冷めた、どこか人を見下した、関係作りをあきらめ

た、そんな態度です。私たちは神様に対して、そんな子供になっていないでしょうか。	  
アナニヤの中には、そのような姿はありません。彼は本気で主と格闘する人でした。誠実に愛と真

を尽くして向かい合いました。主との関係が「愛と信頼に基づいていた」ので、心から正直にオープ



ンでいられたのです。私たちも、神様の前で誤魔化したりフリをしたりしないで、愛と信頼に基づい

て本音で向かい合うことができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。	  
	  
真剣な格闘の結果、アナニヤが神様から聞いた最終的な声は、「行きなさい」でした。それはまさ

に創造主、また権威者なる神様の言葉でした。「アナニヤよ。あなたがどう感じようとも、わたしが

主である。わたしが示すことを行いなさい。」と言われたのです。そしてこのように、人の思いと主

の思いがかけ離れている時こそ、主が本当にどなたであるのかを知る時です。人間の思いと愛をはる

かに超えた、最大の敵をも愛する、驚くべき「神の愛」が、主イエス・キリストからアナニヤを通し

て、迫害者サウロに注がれようとしていたのです。	  
「あの人はわたしの名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、わたしの選びの器で

す。」(15節)	 サウロは、主に逆らっている人々のところに、主の御名を伝えに行くために選ばれた
器なのです。かつては自らがキリストの名を汚していたサウロでしたが、今やキリストの御名を宣べ

伝える器として、新しい使命を神様から授かろうとしていました。	  
「彼がわたしの名のために、どんなに苦しまなければならないかを、わたしは彼に示すつもりで

す。」(16節)	 それまでサウロは、主の名を信じる者たちを苦しめていました。しかしこれからは、
サウロこそが主のために苦しむ者となる、と言われます。「誰かのために苦しむ」こと、それ以上に

愛を表す姿・行為はありません。イエス様は、「愛する友のために命を捨てる。これよりも大きな愛

はない。」(ヨハネ 15:13)と言われ、その愛を十字架の上で実践されました。主の愛に捕らえられた弟
子たちは、主のために苦しむことにより主を愛しました。そしてサウロもまた、主イエス様のために

苦しむようにと、主との愛の関係の中に招かれたのです。	  
主の思いは私たちの思いよりも遥かに高いのです。主の愛は、私たちが思っているものとも、理想

として掲げているようなものとも、全く違うものなのです。アナニヤのような信仰者でも、主に仕え

る人であっても、主の前では「まだまだ」なのです。主との会話は、アナニヤにとっては大変厳しい

ものであったと同時に、内から満たされる体験だったことでしょう。主はご自分の弟子たちを一人ひ

とり知り、愛によって訓練しておられます。それは、もう一人の誰かを救うために、祝福の器として

遣わすためなのです。	  
	  
「行きなさい」という声を聴いたアナニヤは、すぐに出かけて行きました。幻で言われた「まっす

ぐ」という通りの、ユダという人の家に行きました。まさに、神への真っ直ぐな道であるイエス・キ

リストを伝えるために。	  
アナニヤはサウロに出会い、最初に「兄弟サウロ」と呼びかけました。これは奇跡です。主の愛が

アナニヤの心を満たし、あふれ出て、さっきまで敵であった男を「兄弟」と呼ばせたのです。そして

サウロの上に手を置いて言いました。「主イエスが私を遣わされました。」アナニヤは自分の思いで

来たのではありません。サウロが心から憎み、迫害していたイエスは、十字架に死んでよみがえり、

今も生きておられ、サウロを救うためにアナニヤを遣わされたのです。「私たちと同じように、サウ

ロ、あなたも主イエス様から愛されているのです！」	  
アナニヤが御心に従う主の器として遣わされ、用いられた時、サウロに何が起こったでしょうか？	  
① サウロの目から「うろこのようなもの」が落ち、見えるようになりました。実際に何が落ちたの
か分かりませんが、大切なことは「見えるようになった」ことです。サウロの心が変えられ、自

分が何をしていたのかが分かりました。罪を赦し救うためにイエス・キリストは十字架にかかり、

今も生きておられ、会いに来てくださり、アナニヤを遣わしてくださったことが見えるようにな

ったのです！かつては迫害の対象であり敵であったアナニヤが、キリストの愛を伝えるために危

険を冒してまで来て、手を置いて祈ってくれた。これはまさに「目からウロコ」です！	  
② サウロはすぐ、イエスの名によるバプテスマを受けました。それは、「イエスをキリストと告白
し、弟子として従う」という新たな決心を表す行為でした。更に「キリストのからだなる教会に

加えられた」証として、ダマスコの弟子たちと一緒に過ごし、主への信仰を強められました。	  



③ サウロは遣わされてユダヤ教の会堂に行き、かつての仲間たちに向かって「イエスは神の子キリ
ストだ！」と宣べ伝え始めました。サウロの劇的な変化に人々は驚き、やがて迫害が起こりまし

た。しかし彼は益々主の愛と力に満たされ、キリストの福音を携えて世界に遣わされていきまし

た。ここに宣教師パウロの誕生と世界宣教の始まりがあるのですが、その全ての背後には、アナ

ニヤの存在があったのです。	  
	  
ひとりの人が主の器として遣わされ、用いられる時、誰かの人生に素晴らしいことが起こります。

そして更に多くの人々に、大きな祝福が注がれていきます。その「ひとりの人」は、どこにいるので

しょうか？全てのクリスチャンに神様の声がかかっているなら、その人は、あなたなのです。	  
でも、主の声を聞くためには「しもべの耳」が必要です。また、主と真剣に格闘しながら、自我が

砕かれていくプロセスを通らされます。そして、「行きなさい」と言われたらすぐに従うほどに、主

の愛に満たされた器が、その人なのです。	  
 
	  


