
APRIL 2016 MESSAGE BY DR. KEN KURIHARA 

◇From Sunday Services◇     

■Feb. 14: Our Hope is in Jesus’ Word (Luke 4:1-13) Ken Kurihara Lent, the season to 
reflect on Jesus’ journey to the cross, started on Ash Wednesday. During this season, we are 
called to meditate on how Jesus went to the cross for each of us. This is a time of repentance, a 
time to return to God. That is why many people practice fasting and prayer to refocus their 
minds on God. ◆But what is repentance? We tend to think that repentance means saying “I’m 
sorry” for bad actions we did. Actually, that is only a portion of repentance. True repentance 
urges us to consider who I am in front of God and how I should live as His creation. Today, let 
us consider who we are based on the story of the Temptation of Jesus and see what Jesus says 
of us.◆ When He was tempted by the devil, Jesus had been in the wilderness for forty days. 
Most likely He was praying how He should show God’s love to the people as their Savior and 
how He should guide them. Of course, the ultimate destination of his path was the cross and the 
resurrection. For the devil, this was a nightmare which must be prevented at any cost. So the 
devil came to Jesus and made every attempt to distract Jesus’ mind from His way to the cross.
◆ Let us see the first temptation. The devil told Jesus, “If You are the Son of God, tell these 
stones to become bread.” We can see a cunning suggestion behind this temptation, as if the 
devil is saying: “Jesus, I know human hearts well. So listen to my advice. Humans are only 
interested in bread, material things to satisfy their desires. Therefore, give them what they 
desire. Then, they will believe You.” Jesus knew how much the people in Palestine were 
suffering from poverty and hunger, and He Himself was hungry after a long fast. So this 
temptation had to be a powerful one. But Jesus countered it with a quotation from 
Deuteronomy: “Man should not live on bread alone.” In the version written in Matthew 4, the 
passage “but on every word that proceeds out of the mouth of God” is added to this reply. ◆
Most likely Jesus is saying: “Indeed, it looks as if humans are seeking only bread, not God. 
However, because humans are created by God, there is a part which cannot be filled by the 
materials in this world. Only God and God’s word can fill their hearts and give them life in a 
true sense.” Jesus knew that true salvation would not come by simply filling people’s material 
desires. ◆Rejected, the devil changed his tactics. He took Jesus to the top of a mountain and 
showed Him all the glory of this world, claiming: “This world is all mine. If You worship 
before me, it shall all be Yours.” We can imagine that the devil saying: “What? Do you really 
say that humans are living by God’s words? Look at the reality of this world! How many 
people are seeking God? See, I control them. Admit that I am their master. Then I will help 
Your plan.” ◆To this temptation, Jesus replied: “It is written, ‘You shall worship the Lord 
Your God and serve Him only.” By this reply, Jesus states that the Lord of this world is not the 
devil but God. What wonderful grace to know that Jesus assures us that “it does not matter that 



humans are far from God, they still belong to God, not the devil.” And Jesus is willing to do 
anything, even go to the cross and the resurrection, to bring people back to God. ◆ Frustrated, 
the devil quoted from the Book of Psalms and tempted Jesus to throw Himself from the roof of 
the Jerusalem Temple. He challenged Jesus to show a dramatic miracle to the people. Again we 
can see the cunning suggestion behind these words: “What, You want to save them by going to 
the cross? Humans will not understand. They will only believe gorgeous, ostentatious miracles. 
Impress them with Your power, then they will accept You. Then You need not need to die on 
the cross.” ◆But Jesus replied: “It is said, ‘You shall not put the Lord Your God to the test.’” 
Here Jesus suggests that no matter how hard, we must follow God’s Will, even to the painful 
cross. And Jesus is willing to do so. ◆ What do we think now as we review this discussion 
between Jesus and the devil? To be honest, didn’t we think that the devil’s view on human 
nature sound more realistic and understandable? Let us reflect on our inner hearts. In many 
cases, we think only about the bread of this world, and we often spend days in vain as if we can 
live without God. Sometimes we even exploit God and God’s words for our own desires and 
agendas. Usually we do not have the sense that we are living by God’s word. And we often feel 
difficulty keeping our faith without visible signs from God. When we look into these realities 
of our hearts, we may be disappointed and say, “The devil is right!” ◆ However, Jesus says 
“NO!” to the devil’s words. He assures that because humans are created by God, they cannot 
live without God’s word. No matter how far they are from God, their master, God, still loves 
them and seeks them out. That is why Jesus came to this world, willing to do anything to bring 
people to God. Jesus eventually rejected all the temptations, offered Himself on the cross for 
our salvation, and broke the power of death by His resurrection. The devil was defeated 
completely. ◆ Because Jesus said all this about us and even went to the cross for us, we do not 
need to despair about the poor condition of our hearts. We can have hope in Jesus’ words. 
Because of this promise of hope in Jesus, we can pray to God to transform us into people who 
can live the full life given by Jesus’ cross and resurrection; to those who live by God’s word; to 
those who worship God as our only master; to those who follow God’s will. This is the true 
repentance, the true return to God. ◆Because of our sin and weakness, we often stumble. 
However, because we have this hope in Jesus, we can get back on our feet again, trusting the 
Lord’s guidance. A theologian in Austria named Christoph Schönborn made a touching 
statement: “Jesus withstood temptation not only for himself but also for me. In cases where I 
fail, he has been victorious, for me, too. I can start again with him, despite my weakness. And 
even the devil is powerless to prevent this.” ◆ This is true! The thing which defines who we 
are Jesus’ words, not the devil’s words. As Schörnborn states, nothing can stop us from 
standing up again and walking with Jesus. During this season of Lent, let us admit our sin and 
weakness while placing our hope in Jesus’ words. Let us return to God and pray so that we can 
be transformed as God wills. This is the beginning of new days! 



◇日曜礼拝でのメッセージ◇ 

■2 月 14 日：希望は主イエスの言葉にある（ルカ福音書 4 章 1－13 節） 栗原神学生 先週の

灰の水曜日をもってレントの季節が始まりました。これからグッドフライデーまでの日々は、イエス

様がどのように私たち一人ひとりのことを思われつつ、十字架へと赴かれたかを思いめぐらす季

節です。そのためレントは、悔い改めの時、神様に立ち返る時とされ、多くの人が断食などをして、

祈りの内に心を神様に向けます。◆しかし、悔い改めとはどのようなことなのでしょうか。私たち

は悔い改めと言うと、自分がやらかした悪いことを神様に「ごめんなさい」ということだと思いがち

なのですが、実は、それは悔い改めの一部だけです。本当の意味で悔い改めるためには、まず、

私たちは神様のみ前でどのような存在なのか、どのように生きるよう招かれているのかを理解し

なくてはならないのです。今日は、イエス様が悪魔の誘惑に対決した話をもとに、イエス様は私た

ち人間をどのような者だと言われているのかを考えてみます。◆この誘惑を受けた時、イエス様

は 40 日間を荒野で過ごされていました。これからどのようにメシア、救い主として人々に神様の

愛を示し、彼らを導くべきか祈っておられたのでしょうが、その先には当然、十字架に赴くこと、そ

して復活があります。悪魔にしてみれば、この十字架と復活だけは、何としても起きては困ること

でした。そこで悪魔はイエス様のもとに来て、どうにかして主の心をそこから引き離そうと議論を

吹きかけ、誘惑します。◆最初の誘惑を見てみましょう。悪魔は、「あなたが神の子であるなら、

石がパンになるように命じなさい」と言います。なぜこれがイエス様にとって誘惑になるのでしょう

か。それは、この言葉には次のようなささやきが隠されているからです。「イエスよ。人間の心は

私が一番よく知っています。人間は、しょせんはこの世のパン、物質的なものにしか興味がない

のです。だから、あいつらが欲しがるものを与え、欲望を満たしてやりなさい。そうしたら、あいつ

らはあなたを信じるでしょう。」◆イエス様は、貧しいユダヤの人々がどれだけ飢えに苦しんでい

たかをご存知でした。ご自分も断食の後空腹になっていたのですから、この誘いには強い力があ

った筈です。しかし主は、「人はパンだけで生きるものではない」という申命記の言葉を引用して、

悪魔の提案を退けます。マタイ書 4 章に記されている同じストーリーでは、この言葉は「人はパン

だけで生きているのではなく、神の口から出る一つひとつの言葉で生きるものである」となってい

ます。◆この言葉から、イエス様がどのように人間をご覧になっていたかが分かります。主はここ

でこう言われたかったのでしょう。「確かに、人間はパンだけを求めて生きているように見える。神

を求めていないように見える。しかし、人間は神によって造られた以上、彼らの心にはこの世のモ

ノだけではどうしても満たされない部分がある。神様とその言葉だけが、彼らを本当の意味で満

たし、命を与えることが出来るのだ」。いくら人の欲望を満たしても本当の救いは来ないと、主は

ご存知なのです。◆こう切り返されて、悪魔は作戦を変えます。イエス様を山の上に連れて行き、

この世界の栄華を見せると、「この世界は私のものです。あなたが私の前にひざまずくなら、これ

をあげましょう」と言います。悪魔はここで、こう言おうとした筈です。「人間が神の言葉で生きてい

ると本気で言うのですか。この世界を見てみなさい。どこが神を求めているというのですか。神の

ことを考えている人がどれだけいますか。人間の心は、この私が支配しているのです。この私こ

そ人間たちの主人だと、あなたは認めなさい。そうすればあなたに協力してあげましょう。」◆これ



に対して主イエスは、「主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ」と答えられます。この世界

の主人、人間の主人は悪魔ではなく神様だと言われるのです。それはつまり、イエス様は悪魔に

対して、「人間たちがどんなに神から離れてしまっていても、彼らは神のものだ。お前のものでは

ない」と言って下さっているのです。この先には当然、「私が十字架と復活をもって、彼らを神のも

とに引き戻そう」という主の思いがあります。◆ここに至って悪魔は、今度は旧約聖書の詩篇にあ

る言葉を無理矢理引用して、「エルサレム神殿の上から飛び降りてみなさい」と誘います。人間に

奇跡を示しなさいということなのですが、ここには、イエス様を十字架から引き離そうという露骨な

意図が読み取れます。「十字架にかかるですと？ およしなさい。人間はそんなものを理解しませ

んよ。彼らは、目に見えるゴージャスなわざしか信じないのです。人をびっくりさせるような奇跡を

見せれば、彼らはあなたを受け入れるでしょう。そうしたら、あなたは十字架にかからなくてもいい

のです」。しかしイエス様は、「神を試みてはならない」と言われます。どのような道であっても、た

とえ十字架のような苦しい道でも、神様のみ心に従うべきだ。私はそうするのだということが、この

答えに示されているのです。◆以上が主イエスと悪魔の議論ですが、これを聞いて、私たちはど

う思ったでしょうか。正直なところ、悪魔の方が私たち人間の現実をよくとらえているように思えて

しまったのではないでしょうか。◆私たちの内面を振り返ってみましょう。私たちは多くの場合、こ

の世のモノのことで心が一杯になっており、まるで神様なしでも生きられるように生きてしまうこと

があります。時には、自分の欲望に合わせて、神様すらも利用してしまうこともあるでしょう。神様

の言葉によって生きているという実感がなく、何か特別な体験でもない限り信仰生活も難しい、と

いうことも多々あります。こう考えると、私たちは「悪魔の言う通りじゃないか」とがっかりしてしまう

かも知れません。◆しかしイエス様は、悪魔の言葉に対して「それは違うぞ」と言って下さるので

す。人間は、自覚しているか否かにかかわらず、神様の言葉がないと生きられない存在なのだ。

どんなに彼らが神様から離れていても彼らは神様のものであり、神様は彼らを愛し、探し求めて

下さる。そのためにこそ、私はこの世界に来て、彼らを救い出すためにどのようなことでもするの

だと、イエス様は言って下さるのです。そして主はこの後、全ての誘惑を退けて十字架の上でご

自身を捧げられ、復活によって死を打ち破って下さいました。悪魔は完全に敗れたのです。◆イ

エス様がこのように私たちのことを言って下さった、そしてそのために十字架にまで赴いて下さっ

たので、私たちは自分の貧しい姿に失望することなく、希望を持つことが出来るのです。この希望

の約束があるからこそ、私たちは神様を信頼し、神様に向かって、イエス様が言われたように、み

言葉によって生きる者に私はなりたい、神様だけを礼拝し、み心を行う者になりたい、だからその

ように私を変えて下さいと、そう祈ることが出来るのです。これこそが悔い改め、神様に立ち返る

ということです。「ごめんなさい」と言うことよりも、それではどのような者になりたいのかということ

の方が、大きな問題なのです。◆私たちは、時には自分の罪や弱さに負け、つまずいてしまうこと

があります。しかし、イエス様にあるこの希望があるので、私たちは主を信頼して再び立ち上がる

ことが出来ます。クリストフ・シェーンボルンというオーストリアの神学者が、こう記しています。「イ

エスは、ただご自身のために誘惑に耐えられたのではない。私のためにも耐えて下さったのだ。

私がつまずく時にも、主は私のために打ち勝って下さっている。私の弱さにもかかわらず、私は再

び主と共に歩み始めることが出来る。たとえ悪魔であっても、これを止める力は無い」。◆正にそ



の通りです。私たちが何者であるのかを決めるのは主イエスの言葉であって、悪魔の言葉ではあ

りません。私たちが主が言われるような者となれるよう、立ち上がってイエス様と歩み続けるのを

やめさせることが出来るものは、この世にありません。この恵みを感謝しましょう。レントの期間中、

私たちは自分の罪や弱さを見つめつつも、イエス様の言葉にかたく希望をおきましょう。神様が

望まれる姿へと変えられて行けるよう、皆さんと共に祈って行きたいと思います。 

 


