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‒ヾてとiか えちgな うちしとのヾてな ちg iかちgす ぬgとてへたi-
ちてな iちほ iかちgす gちうヾさとてな gヾふ gちかgkさ gjしえちiすg 
せgす こiす ぬのとすjたえちてな gヾふ kさち けにちgかせg kてに せgす 
kg ヾgすhすう kてに; ‒ふちて gち iかちgす ぬとすjkすgちふな. 

ぁ ghiそlふな たgな 〉さたおkとさな ぃgとそうちkこgな gヾふ 
kさち 《そgjjふちg iかちgす ぬとすjkすgちふな せgす しg たgな 
hほjiす gにkふ kてち たおちg kさち たgとkにとかg kてに. 

]hiそlえ 〉さたおkとさ ちg つiせすちおjてにたi gヾふ kg 
hにjうとijkg. ]ヾふ kす ヾうjぬiすな gせとすくほな;

ぇせそおとにちjさ せgkう ヾそうせgな.
ぃふjg ぬとふちすg;
ぃとえヾiす ちg おたてにち 30 ぬとてちほち ふkgち kて えヾgしg. 

〉iち しにたうたgす gせとすくほな せgす かjのな iかちgす せgそふ 
gにkふ kiそすせう.

ぉほとg ヾふjてち ぬとてちほち iかjgす; ぃiな たgな そかけg 
そふけすg けすg kさち このお jてに.

diちちおしさせg kて 1968 せgす たiけうそのjg ihほ 
jkさち 《そgjjふちg. ]lてへ えくけgそg kて dにたちうjすて 
せgす ヾおけg せgす たすg ぬとてちすう jkて 】へせiすて iかヾgち てす 
hすせてか たてに: «glてへ hiち ヾgかとちiす kg けとうたたgkg 
gな lへけiす せす gな ヾうiす ちg たうしiす せgたかg kえぬちさ.» 
ぃとうけたgkす ヾおけg jkさち ]しおちg jkさち jぬてそお 
〉えそkg けすg たさぬgちすせふな giとてjせglほち せgす たikう 
ヾおけg jkさち ぇすくすkgちかhiすて けすg たさぬgちすせふな gにkて-
せすちおkのち. ╉たiすちg gとせikう ぬとふちすg jkさち ]しお-
ちg, たえぬとす kて 1989 ヾiとかヾてに, ヾてに gヾてそへしさせg 
gヾふ lgちkうとてな jkてち ]jヾとふヾにとけて.

ぇkてち ]jヾとふヾにとけて; 】てせgkこおな おjてにち;
ぇkg gそiつかヾkのkg, そてせgkこおな ちgす. ぇkさち ]しおちg 

iかぬg たヾそえつiす せすふそgな jkさ ちへぬkg. ぇkさち 【gそ-
そすしえg ヾてに えたiちg iかぬg せうkす lすそgとうせすg ヾてに 
iかぬgちi せglikえとすiな, liへけgちi, kすな glおちgちi ji 
たえちg せgす kすな hてへそiにg iけほ. ぉさ このお kさな ヾふそさな 
ふたのな hiち kさち うちkiぬg たi kかヾてkg せgす たふそすな kえ-
そiすのjg kてち jkとgkふ けへとすjg ihほ jkさち 《そgj-
jふちg. 【す ihほ ふたのな えせgちg うjのkさ このお ヾてそへ. 
ぉて iすせてjすkikとうのとて hiち たてに えlkgちi せgす せてす-
たふたてにちg ヾてそへ そかけて. ‒ヾてとiか ちg せてすたふたてにちg 
たふちて hへて ほとiな kて くとうhに せgす kてち にヾふそてすヾて 
へヾちて ちg kてち «えせそiくg». 《せiか ヾてに せgしふたてにちg 
hさそghお ちg たi えヾgすとちi そかけて て へヾちてな せgす ちg 
jさせのちふたてにちg たikう. 

ぇkさち 《そgjjふちg kす iヾうけけiそたg えせgちiな;
╊たてにちg せkさちてkとふlてな. 〉てへそiにg たgこか たi kてち 

ヾgkえとg たてに せgす kてち ghiそlふ たてに せgす ふkgち ヾ g-
ちkとiへkさせg つiせかちさjg せgす hてへそiにg たふちてな たてに. 
ぃgちkとiへkさせg jkg 26 たてに たすg ヾてそへ せgそお せて-
ヾえそg ヾとgけたgkすせう. 【す gにkふ kて せgkgそgくgかちiすな 
kほとg せす gヾふ kg ヾgすhすう たてに ヾてに iかちgす ヾてそへ 
せgそう せgす jiくgjkすせう. ぇkさ d’ 】にせiかてに ヾうiす さ 
せふとさ たてに せgす jkさち ]’ 】にせiかてに て けすふな たてに. 
‒ikう kてち けうたて ふたのな jにちえぬすjg kさち かhすg このお. 
‒ふそすな kえそiすのちg gヾふ kさち hてにそiすう えせgちg えちg 
たヾうちすて, えliにけg せgkiにしiかgち せgす けへとちgけg kて 
ヾとのか. ]lてへ gヾてとほ kほとg ヾのな たi うちkiぬi さ 
けにちgかせg たてに. 《つgせてそてへしさjg えkjす たえぬとす ヾてに 
うせてにjg ヾとほkさ lてとう kてち とghすてlのちすせふ jkgし-
たふ «ゅとすjkすgちすjたふな.»

ぃのな えけすちi 〉さたおkとさ;
╊たてにち jkさ hてにそiすう せgす iかぬg くうそiす ち’ gせてへ-

jの kて とghすふlのちて. 《ちkのたikgつへ jkて とうhすて 

ゅとiすgこふたgjki kさ ‒iけうそさ 〉へちgたさ kてに eiてへ
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«ぃうちkてki ぬgかとiki, ghすgそiかヾkのな ヾとて-
jiへぬijしi, せgkう ヾうちkg iにぬgとすjkiかki, 

hすふkす kてへkて iかちgす kて しえそさたg kてに eiてへ 
ヾとてな ijうな iち ゅとすjkほ 』さjてへ.»

]╆ eijjgそてちすせiかな  16,17,18
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【へとすふな たgな 』さjてへな ゅとすjkふな たikう kさち 
gちうjkgjお ぉてに, えたiすちi たgこか たi kてにな 
たgしさkえな ぉてに jgとうちkg さたえとiな せgす kてにな 

えhiすつi たi ヾ てそそう kiせたおとすg ふkす ]にkふな iかちgす ヾ てに 
jkgにとほしさせi せgす kほとg gちgjkさたえちてな こiす. «《すな 
kてにな てヾてかてにな せgす ilgちえとのjiち igにkふち こほちkg 
たikう kて ヾうしてな ]にkてへ hすg ヾてそそほち kiせたさとか-
のち iたlgちすこふたiちてな iすな gにkてへな kijjgとうせて-
ちkg さたえとgな せgす そえけのち kg ヾiとか kさな くgjすそiかgな 
kてに eiてへ». ]ちうたijg jkすな iちkてそえな ヾてに kてにな 
えhのji «ヾgとおけけiすそi ちg たさち gヾてたgせとにちしほjすち 
gヾふ 』iとてjてそへたのち, gそそう ちg ヾiとすたえちのjす kさち 
iヾgけけiそかgち kてに ぃgkとふな kさち てヾてかgち させてへjg-
ki iかヾi, ヾgと’ iたてへ». «〉すふkす て たiち 』のうちちさな 
iくうヾkすjiち iち へhgkす, jiすな ふたのな しえそiki くgヾkす-
jしお iち ぃちiへたgkす]けかの, てにぬか たikう ヾてそそう kgへ-
kgな さたえとgな». ぁす たgしさkえな とほkさjgち, «【へとすi 
kうぬg iち kの せgすとほ kてへkの gヾてせgしすjkうちiすな 
kさち くgjすそiかgち iすな kてち 』jとgおそ;» ぁ 【へとすてな 
kてにな iつおけさji: «〉iち gちおせiす iすな ijうな ちg けちの-
とかこさki kてにな ぬとふちてにな お kてにな せgすとてへな kてにな 
てヾてかてにな て ぃgkおと えしijiち iち kさ すhかg gにkてへ 
iつてにjかg, gそそう しえそiki そうくiす hへちgたすち, ふkgち 
iヾえそしさ kて ╈けすてち ぃちiへたg il’ にたうな せgす しえそiki 
iかjしgす iすな iたえ たうとkにとiな せgす iち 』iとてにjgそおた 
せgす iち ヾうjさ kさ 』てにhgかg せgす ぇgたgとiかg せgす 
えのな ijぬうkてに kさな けさな». (くそ.ぃとうつiすな g:3-9)

《かたgjki ji たすg iヾてぬお ヾてに て せふjたてな くとか-
jせikgす ji たすg gせgkgjkgjかg たiけうそさ たi ふそg 
kg jさたiかg kのち ijぬうkのち さたiとほち ji iちえとけiすg. 
′そてす にヾてlえとてにたi gヾふ kさ jにたヾiとすlてとう kさな 
せてすちのちかgな たgな ヾてに たてすうこiす たi kてにな gちしとほ-
ヾてにな kてにな ヾとて kてに せgkgせそにjたてへ kてに ｠ほi. 
«╉ヾすちてち, iちへたliにてち, iちにたliへてちkて たえぬとす 
kさな さたえとgな, せgし’ さち て ｠ほi iすjおそしiち iすな 
kさち せすくのkふち せgす おそしi て せgkgせそにjたふな せgす 
gヾほそijiちうヾgちkgな». 】てにせうな すこ:27,28

《かたgjki ふそてす せうkの gヾふ えちgち せかちhにちて せgす 
«iヾか kさな けさな jkiちてぬのとかg iしちほち iち gヾてとかg» 
«せgす てす うちしとのヾてす しえそてにjすgヾてねにぬiか iせ kてに 
lふくてに せgす ヾとてjhてせかgな kのち iヾiとぬてたえちのち 
hiすちほち iすな kさち てすせてにたえちさち». 】てにせうな せg: 
23,26. ぉて たかjてな, さ ghすせかg せgす さ jgとせてそgkとiかg 
せうちてにち kさ このお たgな hへjせてそさ せgす iヾすせかちhにちさ.

ゅとiすgこふたgjki hへちgたさ. ぉさ hへちgたさ kさな ぃi-
ちkさせてjkおな, kてに ]けかてに ぃちiへたgkてな ヾてに えそgくgち 
せgす てす gヾふjkてそてす kさち さたえとg kさな ぃiちkさせてjkおな 
けすg ちg gちkすたikのヾかjてにち kg しさとかg kさな ぅのたgはせおな 
gにkてせとgkてとかgな せgす kさ たすjgそそてhてつかg kのち gとぬす-
iとえのち せgす すiとえのち kさな 』てにhgはせおな しとさjせiかgな.

【gちiかな hi しg たヾてとてへji ちg lgちkgjしiか ふkす 
hほhiせg ねgとうhiな ヾてに つiせかちさjgち gヾふ kて 
gちほけiすて kさな 』iとてにjgそおた しg hすえhすhgち kて 《に-
gけけえそすて ji ふそて kてち せふjたて. 《せgkてたたへとすg うち-
しとのヾてす ヾかjkiねgち jkて ゅとすjkふ, たikgちふさjgち, 
gちgけiちちおしさせgち, えそgくgち ぃちiへたg ╈けすて せgす 
gせてそてへしさjgち たi gにkgヾうとちさjさ kて 《にgけけえそすて 
kてに ゅとすjkてへ, ぬのとかな ちg lてくさしてへち kg くgjg-
ちすjkおとすg せgす kて しうちgkて ヾてに kてにな gヾiすそてへji. 
【おとにつgち kて 《にgけけえそすて jkさち 《にとほヾさ, jkさち 
]jかg, jkさち ]lとすせお せgす ji ふそて kてち せふjたて, 
ぬのとかな ちg hすgしえkてにち kg jさたiとすちう たえjg jに-
けせてすちのちかgな せgす iヾすせてすちのちかgな. ぁへki kさそえlのちg 
iかぬgち ちg jにちiちちてさしてへち, てへki gにkてせかちさkg けすg 
ちg kとえつてにち, てへki たすg ilさたiとかhg けすg ちg たgしgか-
ちてにち kg ちえg. ‒ふちて iヾすjkてそえな そうくgすちgち gヾふ 
kてにな gヾてjkふそてにな, てす てヾてかてす kてにな ヾgとgせgそてへ-
jgち, ふkgち kさ hすgくうjてにち, ちg kさ hほjてにち せgす 
ji うそそさ iせせそさjかg ちg kさ hすgくうjiす. ╉けとgli て 
gヾふjkてそてな ぃgへそてな jkてにな 【てそてjjgiかな: «【gす 
glてへ gちgけちのjしお たikgつへ jgな さ iヾすjkてそお, 
せうたiki ちg gちgけちのjしお せgす iち kさ iせせそさjかg 
kのち 】gてhすせえのち せgす kさち iせ 】gてhすせiかgな ちg 
gちgけちほjさki せgす jiすな». 【てそてjjgiかな h:16

『 hへちgたさ ヾてに ヾとえヾiす ちg そうくてにたi hiち 
にヾうとぬiす たえjg jkてち うちしとのヾて, gそそう えとぬikgす 
gヾふ kてち てにとgちふ. ぃてそそてか たすそてへち けすg hにちう-
たiすな ヾてに hすgしえkiす て うちしとのヾてな たえjg kてに 
せgす ふkgち iせhさそのしてへち, けかちてちkgす kiとうjkすiな. 
]にkふ iかちgす たiけうそさ ヾそうちさ. ぁ うちしとのヾてな hす-
gしえkiす てとすjたえちiな hにちうたiすな, てす てヾてかiな ふたのな 
hiち たヾてとてへち ちg にヾiとくてへち kg gちしとほヾすちg 
たえkとg. ぉて 《にgけけえそすて たgな jにちすjkう ちg こさkお-
jてにたi hへちgたさ gヾふ kてち てにとgちふ けすg ちg たヾて-
とえjてにたi ちg にヾiとちすせおjてにたi kg ヾうちkg せgす 
ちg jkgしてへたi.

fiへけてちkgな て 【へとすふな たgな 』さjてへな ゅとすjkふな 
けすg kてち てにとgちふ, そかけて ヾとすち kさち gちうそさねさ, 
iかヾi jkてにな たgしさkえな ぉてに: «ぇiすな iかjしi たうと-
kにとえな kてへkのち. 【gす すhてへ iけほ gヾてjkえそその 
kさち iヾgけけiそかgち kてに ぃgkとふな たてに il’ にたうな. 
ぇiすな hi せgしかjgki iち kさ ヾふそiす 』iとてにjg-
そおた, iのjてへiちhにしおki hへちgたすち iつ’ へねてにな» 
】てにせうな せh:48-50. ′kgち て 【へとすてな そえiす 
«hへちgたすち iつ’ へねてにな», hiち iちちてiか せうヾてすg 
gにしにヾてくてそお お jにちgすjしさたgkすせお せgkうjkg-
jさ. 《ちちてiか gにkふ kて てヾてかて けとうliす: «【gす 
iヾそおjしさjgち うヾgちkiな ぃちiへたgkてな ]けかてに 
せgす おとぬすjgち ちg そgそほjすちつえちgな けそほjjgな 
せgしほな kて ぃちiへたg えhすhiち iすな gにkてへな ちg 
そgそほjすち». ぃとうつiすな く:4

『 せうしてhてな kてに ]けかてに ぃちiへたgkてな せgす さ 
ヾそおとのjさ kのち ヾすjkほち たi kて ╈けすて ぃちiへたg 
iかちgす たかg ヾとgけたgkすせふkさkg ぬiすとてヾすgjkお 
せgす iせiかちてな ヾてに そgくgかちiす けちのとかこiす ヾうとg 
ヾてそへ せgそう.

ゅとiすgこふたgjki kさ hへちgたさ kてに ]けかてに ぃちiへ-
たgkてな jおたiとg, ヾすて ヾてそへ gヾふ せうしi うそそさ 
lてとう, hすふkす て 【へとすてな えとぬikgす.

】iのちかhgな fえけけてな

O

]ちgjlうそiすg, うけぬてな, lふくてな, gヾてとかg… そえ-
つiすな ヾてに gせてへけてちkgす kふjて jにぬちう kg kiそiに-
kgかg ぬとふちすg せgす せgkiにしへちてにち にヾてぬとiのkすせう 
kさ jせえねさ たgな jkさ たすg せgす たてちghすせお ヾとgけ-
たgkすせふkさkg ヾてに くすほちiす さ ぬほとg たgな: «てすせて-
ちてたすせお せとかjさ!» ぃてそそえな lてとえな せgす iたiかな kg 
ヾgすhすう kてに eiてへ ヾてに たえjg たgな kて ぃちiへたg kて  
╈けすて せとうこiす «]くくう, て ぃgkおと» ヾgとgjにとふ-
たgjki gヾふ kて ヾちiへたg kてに せふjたてに j’ gにkお kさ 
hかちさ kさな せgkgjkとてlてそてけかgな せgす iヾgちgそgた-
くうちてにたi たさぬgちすせう. «【とかjさ そえiす て せふjたてな, 
せとかjさ そえたi せgす iたiかな!» 《かちgす うとgけi ふたのな, 
ふそg gにkう ヾてに jにたくgかちてにち けへとの たgな ヾとのkふ-
けちのとg; ぃほな ヾとえヾiす て ヾすjkふな うちしとのヾてな ちg 
hすgくうこiす せgす ちg gちgそへiす kさち ヾてそすkすせお せgす 
てすせてちてたすせお せgkうjkgjさ ヾてに にヾうとぬiす jkさ 
ぬほとg kてに; ╈とgけi ぁ eiふな  たヾてとiか ちg iヾえたくiす 
jkさ このお たてに うたijg, hかちてちkgな そへjさ jkg てす-
せてちてたすせう たてに ヾとてくそおたgkg;
ぇへたlのちg たi kて 】ふけて ぉてに eiてへ, にヾうとぬてにち 

たふちて hにて hとふたてす, ヾてに たヾてとiか て うちしとのヾてな ちg 
ヾiとヾgkおjiす ji gにkお kさ このお せgす ちg gつすてそて-
けiか せgしさたiとすちう kg ふjg jにたくgかちてにち kとすけへとの 
kてに: ]) たi ヾ かjkさ jkて igにkふ kてに, jkすな gちしとほ-
ヾすちiな hにちうたiすな せgす gつかiな 〈) たi ヾかjkさ jkてち 
』さjてへ ゅとすjkふ, kてち ゃすふ ぉてに eiてへ!

g) 『 ]ちしとほヾすちさ ぃとてjえけけすjさ• 
]にkふ ヾてに そえたi せとかjさ jkさち ヾとgけたgkすせふkさkg 

えぬiす jにたくiか hiせうhiな lてとえな jkさち 』jkてとかg kさな 
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ぬiすとてkえとiねg ふたのな 
せgす hiち たヾてとてへjg 
ちg hてにそえねの. ぃiと-
ヾうkgけg たふちて たi kて 
«ヾす», たikう hiち たヾて-
とてへjg せgしふそてに ちg 
ヾiとヾgkおjの せgす たikう 
たヾおせg jkて せgとて-
kjうせす. ′kす ヾgしgかちiす 
ふたのな て うちしとのヾてな 
hかせgすg kて ヾgしgかちiす. 
《けほ ヾすjkiへの kてにそう-
ぬすjkてち けすg kてち igにkふ 
たてに ふkす ヾてそへ hかせgすg 
えけすちgち ふそg せgす ふkす 
iかちgす ヾてそへ hかせgすてな 
て eiふな. ぃすjkiへの ふkす 
えぬの たiけうそて たえとてな 
iにしへちさな けすgkか けすg 
ぬとふちすg せてすたふたてにちg 

ヾikgぬkう そかけて kさち さたえとg せgす kすな ちへぬkiな こてへ-
jg ふぬす せgそう. 

′kgち うとぬすjiな ち╆gせてへな kてち jkgしたふ うそ-
そgつi さ このお jてに; ぇkgたうkさjiな kすな gjの-
kiかiな ヾてに iかヾiな ヾとかち;

′ぬす gたえjのな, jにちえぬすjg けすg えちg hすうjkさたg. 
《けほ くgヾkかjkさせg jkて ちiとふ kて 2006. ぉふki 
jkgたうkさjg せgす kて kjすけうとて, kて kiそiにkgかて 
ヾてに iかぬi たiかちiす gヾふ kさち ヾgそすう たてに このお. 
【うヾちすこg 2,5 たi 3 ヾgせえkg kさち さたえとg. 〉iち 
gけふとgこg ヾgせえkて jkて ヾiとかヾkiとて, gけふとgこg 
せてへkg. ╉ちg くとうhに ふヾのな せgしふたてにちg jkて 
たヾgそせふちす, うせてにけg kて jkgしたふ せgす せうヾちすこg, 
せgkえくさせi て ghiそlふな たてに ヾてに たえちiす gヾふ 
ヾうちの せgす たてに そえiす: «ぉうせさ, せgそう iかちgす gにkう 
ヾてに gせてへな gそそう gにkふ ヾてに せとgkうな jkg ぬえ-
とすg jてに kて しえそiす て eiふな;» ぉてに そえの: «′ぬす 
hiち kて しえそiす.» ぉて jくおちの せgす せうちの たすg ヾ とて-
jiにぬお gヾふ たえjg たてに: «eiえ たてに, せうちi ちg 
たさち kて つgちgくうその ヾてkえ jkて jkふたg たてに.» 
ぃとgけたgkすせう えkjす えけすちi, gにkふ おkgち kて ki-
そiにkgかて たてに kjすけうとて. 

ぃてに くgヾkかjkさせiな;
《hほ jkて jヾかkす たてに. ╊たてにちg たi えちgち 

ghiそlふ せgす kてに そえの: «eえその ちg くgヾkすjkほ, 
ヾのな しg けかちiす;» ‒てに そえiす: «｠iとふ たふちて ちg 
にヾうとぬiす (gとせikふ ちg ji jせiヾうこiす てそふせそさ-

hiち たてに うとijgち せgしふそてに てす hすglさたか-
jiすな. ╈せてにけg えちgち jkgしたふ, たふそすな えくgこi 
hすglさたかjiすな kてち うそそgこg, たふそすな えくgこi せす 
て うそそてな hすglさたかjiすな kてち うそそgこg, たえ-
ぬとす ヾてに ヾえlkの ヾうちの jkてち とghすてlのちすせふ 
jkgしたふ «ゅとすjkすgちすjたふな» せgす jkさち iせヾて-
たヾお kてに ghiそlてへ 】てへさ fえけけてに: «ぁへな て 
eiふな jにちえこiにつi うちしとのヾてな たさ ぬのとすこえkの.» 
‒すg iせヾてたヾお けすg kてち けうたて. ‒てに うとijgち  
ヾうとg ヾてそへ kg そふけすg ヾてに うせてにjg せす gヾふ 
kふki うせてにけg jにちえぬiすg kて jkgしたふ gにkふ. 
¨たちてにな, せさとへけたgkg, てたてそてけかiな. ぃてそそえな 
lてとえな ヾおけgすちg jkさち hてにそiすう, iかぬi せg-
ちえちg しえたg せgそふ kて とうhすて, kて hにちうたのちg, 
えせgちg hてにそiすえな せす うせてにけg gヾふ kて gたうつす. 
【gす たikう つiぬちすふたてにちg たi kさち hてにそiすう せgす 
ヾおけgすちg ちg くうその たヾとふな kて gたうつす せgす hiち 
えヾgすとちi たヾとふな.

‒えぬとす kふki iかぬiな gせてへjiす せうkす けすg kてち 
ゅとすjkふ, けすg kて iにgけけえそすて;

′ぬす hiち iかぬg gせてへjiす. 〉iち えhすちg せすふそgな 
せgす jさたgjかg ji kえkてすg ヾとうけたgkg てへki 
せgす にヾてそふけすこg せgす kかヾてki. ′ぬす ふkす おしiそg 
kて せgせふ せgちiちふな gちしとほヾてに gそそう せてかkgけg 
iけほ ヾ のな ヾ えとちgけg せす gヾふ iせiか せgす ヾ えとg hiち 
た’ iちhすえliとi kかヾてki. ぃiとおlgちてな おたてに-
ちg せgす gそgこふちgな. 《かぬg しにたうたgす せgす せうkす 
たヾふkiな «jえちkとg», たにkiとえな, せgてにたヾふすせiな, 
(けへとちgけgち せgす jgち kjgとてへぬすg たヾとてjkう) 
せす ふヾのな ヾ iとヾgkてへjg ちふたすこg ふkす せてにちすふkg-
ちi ふそさ さ けさ. ぉg しにたうたgす ふそg gにkう kほとg 
せgす ちkとえヾてたgす.

ぃのな せgkうそgくiな ふkす えぬiすな kて ヾとふくそさたg;
ぉて ヾとほkて jへたヾkのたg おkgち jkて hiつか たうkす. 

ぃおけg jkてち てlしgそたかgkとて, えせgちg たikう せう-
ヾてすiな たgけちさkすせえな kてたてけとglかiな jkさち ]しお-
ちg, jkて ]すけすちおkiすて せgす lうちさせi kす jにたくgか-
ちiす. 〈えくgすg iかぬi hiかつiす せうヾてすg jさたiかg さ 
gととほjkiすg gそそう ヾとてぬほとgけi ヾてそへ gとけう. 
【うしi ぬとふちて ぬiすとてkえとiにg gそそう たi gとけふ 
とにしたふ. ‒えぬとす ヾてに えヾとiヾi ちg えぬの けせそかkjg 

たgこか たてに ふヾてに ヾお-
けgすちg けすg ちg たヾてとほ 
ちg ヾiとヾgkおjの. 《せiか 
iかhg ふたのな kさち ぬうとさ 
kてに eiてへ. ′そてす てす 
せkさちてkとふlてす えぬてにち 
せうヾてすg くておしiすg, せg-
ちiかな hiち たヾてとiか たふ-
ちてな kてに. 《けほ iかぬg kて 
ヾとふくそさたg せgす たヾて-
とてへjg たふちてな たてに 
けすgkか えくそiヾg kすな iに-
そてけかiな kてに 【にとかてに.

eにたうjgす せうヾてすiな 
iたヾiすとかiな;

ぃてそそえな すjkてとかiな 
たヾてとほ ちg ヾの. ‒すg 
lてとう ふヾのな えくてjせg 
kg けかhすg, iかぬgち たヾiす 
ji せうkす ぬのとうlすg 
たえjg せgす しg えせgちgち こさたすう. ぉg lのちうこの, k’ 
gけとすiへの gそそう lてくさしおせgちi gにkう たikう せgす 
kとえぬgちi. 】えの, しg せふねの hとふたて せgす しg kてにな 
くけの gヾふ たヾとてjkう. ╊kgち ふたのな ヾてそへ gヾふ-
kてたて kて たえとてな, にヾおとぬi けせとiたふな, kg ヾふhすg 
たてに おkgち ghへちgたg gヾふ kさち gととほjkすg せgす 
hiち たヾてとてへjg ちg ヾうの gヾふ iせiか. ぃうの ちg 
けにとかjの iせiか ヾてに おたてにちg, hiち kて «えそiけgち» 
kg ヾふhすg たてに てへki gヾふ iせiか. ぃgかとちの kさそえ-
lのちて kてち ghiそlふ たてに ちg えとしiす ちg たi くてさ-
しおjiす gそそう hiち iかぬi jおたg iせiか kて せすちさkふ. 
】えの: «kほとg kさち ヾgkおjgたi». ぃとてjiにぬお-
しさせg せgす iかヾg: «【へとすi くておしさji たi» gそそう 
hiち ヾとふそgくg ちg kて ヾの ふそて. ‒i kて ヾてに 
iかヾg: «くておし...», たi くておしさji. ぃのな; ′ヾのな 
おたてにち jkさち うせとさ kてに けせとiたてへ けそすjkとうの, 
ヾえlkの せgす くとかjせてたgす ふとしすてな たヾとてjkう gヾふ 
kg けかhすg. 【てすkうこの ヾ かjの せgす hiち iかぬgち せうちiす 
てへki こさたすう てへki kかヾてki.  

〉iち ぬkへヾさjiな ふヾのな えヾijiな;
′ぬす kかヾてki. ‒i kて kさそえlのちて jkて ぬえとす えけす-

ちgち ふそg. ‒すg うそそさ lてとう えkとiぬgち kg けかhすg 
せす iけほ gヾふ ヾかjの えそiけg: «【へとすi くておしさji 
たi, ヾ のな しg kg lkうjの;» 《せiかちさ kさち ほとg ヾ え-
とgji ぬgたさそう えちg giとてヾそうちて, kとふたgつgち kg 
けかhすg ふそg せgす けへとすjgち ヾかjの. ぁ 【へとすてな kて 
えせgちi. 【す うそそg ヾてそそう たヾてとほ ちg ヾの. ‒ikう 

とて) せgす けかちikgす.» ぉてに そえの: «ゃヾうとぬiす ihほ 
jkて jヾかkす たてに たヾgちすえとg たiけうそさ.» ぃgとg-
jせiにお たてに kて iかヾi, ぉikうとkさ くgヾkかjkさせg. 
《かぬgちi えとしiす せgたすう hiせgとすう ghえそlすg せgす 
ヾとijくへkiとてす gヾふ けiすkてちすせえな iせせそさjかiな. 
‒i ぃちiへたg ╈けすて hiち えぬの くgヾkすjkiか gせふ-
たg せgす しg おしiそg ちg ヾとてjiにぬさしてへち けす’ 
gにkふ ふそてす てす ghiそlてか.

ぇkさち iせせそさjかg ヾさけgかちiすな;
ゃヾうとぬiす せgk’ てかせてち jにちうしとてすjさ ihほ 

jkさち 《そgjjふちg gそそう さ せgkうjkgjさ たてに 
gにkお kさち jkすけたお hiち たてに iヾすkとえヾiす ちg ヾさ-
けgかちの. ′たのな iかたgす たi kてち とghすてlのちすせふ 
jkgしたふ gちてすぬkふ ふそさ kさち さたえとg. (ぇkg FM 
106,2 gせてへけikgす ihほ jkさち ヾiとすてぬお, ぅうhすて 
ぁすぬgそかg そえけikgす). 《せiか iかちgす ふそさ さ ぬgとう 
たてに, jkて ちg gせてへの kてち 】ふけて kてに eiてへ. 
【gす ヾ gかとちの kさそえlのちて jにちえぬiすg ghiそlてへな 
せgす たすそうたi. 《かちgす ヾてそへ jさたgちkすせふ gにkふ 
ヾてに そえiす て 】ふけてな kてに eiてへ: «′ヾてに iかちgす 
hへて お kとiかな jにちさけたえちてす jkて ふちてたg たてに iか-
たgす せす 《けほ gちうたijg kてにな.» ぃすjkiへの ふkす 
せgす たi kて kさそえlのちて gせふたg ヾてに けすちふたgjki 
hへて, て ゅとすjkふな iかちgす gちうたijg.

『 けにちgかせg jてに ふkgち ヾかjkiねiな ヾのな kて 
ヾおとi;

《かぬgたi ヾてそそえな すjkてとかiな. ‒かg しiかg kさな 
ヾてに iかちgす せgそふけとすg kさな iかヾi: «╉けすちi ヾi-
ちkさせてjkすgちふな; ぃgとうkg kてち.» ぃおけg jkて 
たてちgjkおとす kさち くとおせg, kさな たかそさjg たえjg 
gヾふ kて iにgけけえそすて せgす hiち iかぬi ちg たてに ヾiか 
kかヾてki. ‒i えjkiすそi ji うそそてにな ヾてに おつiとgち 
ヾすふ ヾてそそう gそそう せす gにkてか hiち iかぬgち ちg たてに 
ヾてへちi kかヾてki. 〉にjkにぬほな さ けにちgかせg たてに ヾ か-
jkiねi せうヾてすg jkすけたお (ふヾのな kて ヾかjkiねgち 
せす うそそてす gにkふ) ふkす しg ヾ iしうちの けとおけてとg せgす 
しiほとさji かjのな ふkす おkgち せgそへkiとて せgす けすg 
kg ヾgすhすう ちg lへけiす. ぁ 【へとすてな たi せとgkうiす 
ふたのな このちkgちふ せgす ヾすjkiへの ふkす しg たi せとg-
kおjiす ヾてそへ gせふたg. 

ぃすjkiへiすな ふkす しg けにとかjiす せうヾてすg 
jkすけたお;

ぉてち ヾとほkて せgすとふ ヾてに えlにけi, せうしi lてとう 
ヾてに うちてすけi さ ヾふとkg ヾかjkiにg ふkす おkgち 
iせiかちさ. 【gす kほとg kて ヾすjkiへの. ぃすjkiへの 
ふkす たすg たえとg しg つgちgえとしiす けすgkか つえとiす ふkす 
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このおな kてに gちしとほヾてに せgす glてとう jにちおしのな 
kて ヾてjてjkふ  ヾてに くとかjせikgす jkさち せgそへki-
とさ てすせてちてたすせお せgkうjkgjさ ji jぬえjさ たi 
kて たiけgそへkiとて たえとてな kてに ヾgけせふjたすてに 
ヾそさしにjたてへ! ゅgとgせkさとすjkすせふ iかちgす kて 
ヾgとうhiすけたg ヾ てに たてに hすさけおしさせi ヾ とふjlgkg 
えちgな gけgヾさkふな ghiとlふな てhさけふな kgつか, ヾてに 
せgkghiすせちへiす kさち jぬikすせふkさkg kてに てとす-
jたてへ kさな そえつさな «せとかjさ», ふkgち とのkほちkgな 
えちgち  ヾiそうkさ kてに gヾふ kさち ]lとすせお gち jせふ-
ヾiにi ちg iヾすjkとえねiす jkさ ヾgkとかhg kてに そふけの 
kのち てすせてちてたすせほち hにjせてそすほち ヾてに gちkすたi-
kほヾすこi さ ぬほとg たgな iせiかちてな kてに  gヾうちkさji: 
«′ぬす, hi jせてヾiへの ちg けにとかjの jkさ ヾgkとかhg 
たてに けすgkか ihほ jkさち 《そそうhg, jにちおしすjg  kて 
さそiせkとすせふ とiへたg! 〈そえヾてにたi そてすヾふち kさ 
hすglてとikすせふkさkg kてに ふとてに «せとかjさ», ふkgち  
jkすな ぬほとiな kてに kとかkてに せふjたてに iちちてiかkgす さ 
えそそiすねさ くgjすせほち gちgけせほち, ふヾのな jかkすjさ, 
へhとiにjさ, さそiせkとすjたふな. ぉg しiたえそすg iちふな 
せふjたてに ヾてに えぬiす せkすjしiか  gけちてほちkgな kさち 
へヾgとつさ せgす kすな てhさけかiな kてに hさたすてにとけてへ  
ぉてに,  hiち しg たヾてとてへjgち ヾgとう ちg iかちgす 
«jgしとう せgす ヾgとうそてけg!»

く) 『 ぃかjkさ jkて 》のちkgちふ 』さjてへ • 
ゅとすjkふ ヾてに ‒iとすたちう けすg 【うしi たgな 
]ちうけせさ

«『 hてにそiすう jkさち てすせてhてたお iかぬi iそgk-
kのしiか ihほ せgす ヾてそへ せgすとふ! ぁ ghiとlふな 
｠かせてな kg えくけgこi せうkす ヾgとgヾうちの gヾふ 
hへjせてそg, たg kて ヾ てそiたてへji ふjて たヾてとてへ-
ji, たすgな せgす えヾとiヾi ちg jにちkさとおjiす kさち 
てすせてけえちiすg kてに ヾうjさ しにjかg! ぇgち ちg たさち 
えlkgちi gにkふ iかぬi せgす kてち ぬそiにgjたふ kのち 
jにちghえそlのち kてに ヾ てに jgち ヾ gすhか kてに eiてへ 
kてち ヾiかとgこgち そえけてちkgな; «‒おヾのな たヾてとiか 
て eiふな jてに ちg jてに とかつiす ぬとおたgkg gヾふ 
kてち てにとgちふ;» ]にkふな kてにな gヾgちkてへji たi 
ヾかjkさ せgす gヾそふkさkg: «｠gす, gち しえそiす せgす 

gにkふ たヾてとiか ちg kて せうちiす!» ぃgとふそて kすな 
glふとさkiな てすせてちてたすせえな hにjせてそかiな, jにちえ-
ぬすこi たgこか たi kさ けにちgかせg kてに ちg hてつうこてにち 
kてち 【へとすて せgす ちg ヾすjkiへてにち jkg そふけすg 
ぉてに: «..ヾうjg kさち たえとすたちg にたほち とかねgki 
iヾ’ gにkふち, hすふkす gにkふな lとてちkかこiす ヾiとか 
にたほち» ]╆ ぃえkとてに 5:7. 【うヾてすg たえとg 
jkすな 10 〉iせiたくとかてに さ せgkうjkgjさ iかぬi 
lkうjiす jkて gヾとてぬほとさkて たすgな せgす kg てす-
せてちてたすせう kさな てすせてけえちiすgな iヾgとせてへjgち 
たふちて けすg kさち gけてとう たすgな  lとgkこふそgな 
ねのたすてへ. 『 さたえとg iせiかちさ jにちえヾiji ちg 
iかちgす kg けiちえしそすg kさな けにちgかせgな kてに ‒g-
とすうちちgな,  ヾてに ぬgとすkてそてけほちkgな こさkてへji 
kて hほとて kさな. «ぃうとi せgそお たてに gにkう kg 
ぬとおたgkg, ヾおけgすちi jkg たgけgこすう せgす ねほ-
ちすji ふ,kす ヾてしiか さ ねにぬお jてに!» ╉kjす ヾえとg-
ji たすg ちへぬkg ヾてに kて gへとすて lうちkgこi jせて-
kiすちふ, gくえくgすて, ぬのとかな せgたかg iそヾかhg. ぁ 
】ふけてな kてに eiてへ ふたのな  ヾそさとてlてとiか kg 
ヾすjkう ヾgすhすう kてに ふkす: «ヾすjkふな ふたのな iか-
ちgす て eiふな, ふjkすな hiち しえそiす jgな glおjiす 
ちg ヾiすとgjしおki にヾえと kさち hへちgたかち jgな, 
gそそう たikう kてに ヾiすとgjたてへ しえそiす せうたiす 
せgす kさち えせくgjすち, ほjki ちg hへちgjしi 
ちg にヾてlえとさki» ]╆ 【てとすちしかてにな 10:12. 
をさたiとほたgkg iちhiせうkさな 〉iせiたくとかてに 
gちてかけてちkgな kさ ヾふとkg kてに jヾすkすてへ kてにな, 
kて こiにけうとす くとえしさせi gちkすたえkのヾて たi たすg 
たiけうそさ えせヾそさつさ: «｠かせて, えちgな lうせiそてな 
jkて ぬgそうせす kさな ヾふとkgな», «jせかj’ kてち, 
しg iかちgす gヾふ gにkう kg hすglさたすjkすせう 
ヾてに jkえそちてにち てす ヾすkjgとかiな», «ふぬす しg kて 
gちてかつの», «jせかj’ kてち jてに そえの», «たg…» 
«せgそう, せうちi ふヾのな ちてたかこiすな».«っぬ, hi kて 
ヾすjkiへの», «kす えヾgしiな けにちgかせg ;» «｠かせて 
て lうせiそてな えぬiす たえjg 100iにとほ!!!», «100 
iにとほ;», «｠gす!… 【へとすi, 【へとすi, iかjgす 
このちkgちふな!»
«]ちうしiな iすな kてち 【へとすてち kさち てhふち jてに 

せgす えそヾすこi iヾ’ gにkふち, せgす gにkふな しえそiす 
iちiとけおjiす» ょgそたふな 37:5
ぃほな えけすちi gにkふ kて しgへたg そてすヾふち; ｠g 

kす iかぬi jにたくiか: ぉて ヾとてさけてへたiちて くとうhに 
えちgな iそそさちてgたiとすせうちてな ghiとlふな ヾてに 
iかぬi えとしiす けすg そかけiな さたえとiな jkさ ヾgkとかhg 

たgな iかぬi gにヾちかiな せgす iせiか ヾうちの おkgち ヾてに 
うせてにji kさ lのちお kてに 【にとかてに ちg kてに そえiす: 
«【うヾてすてな ghiとlふな えぬiす jてくgとふ てすせてちて-
たすせふ ヾとふくそさたg ヾとえヾiす ちg kてち くてさしお-
jiすな». ぉて ヾとふくそさたg kてに ふたのな おkgち ふkす 
jgち つえちてな hiち おつiとi せgちえちgち ji iせiか-
ちさ kさち ヾiとすてぬお, ヾふjて たうそそてち せうヾてすてち 
ヾてに ちg えぬiす gちうけせさ. ぉて たてちghすせふ ヾとふ-
jのヾて ヾてに けちほとすこi おkgち さ ghiとlお 〈g-
jすそすせお. ╉kjす ヾおとi kさち gヾふlgjさ ちg kさち 
iヾすjせilkiか jkg たgへとg たijうちにぬkg. «ぇkて 
うせてにjたg kてに せてにhてにちすてへ kえkてすg ほとg 
さ ghiとlお gちさjへぬさji!» «ぃてすてな iかちgす;» 
«ぇにけちほたさ, iけほ iかたgす, iかちgす せうkす jてくgとふ 
うちてすつi たてに!» «ぉす jにちえくさ;» «ぃとえヾiす ちg 
hほjiすな gにkう kg そilkう ji せうヾてすてち ヾてに 
kg えぬiす gちうけせさ, たすgな せgす iけほ hi けちのとかこの 
せgちえちgち ihほ ». «【gそう, gへとすて kて ヾとのか 
しg kて jせilkほ せgす しg kて lとてちkかjの». 
«′ぬす, ふぬす jおたiとg kて くとうhに ヾとえヾiす ちg kて 
せうちiすな, て 【へとすてな たてへ たかそさji!» «‒g… 
せgそう, せgそう, しg kて せうちの!».
╉kjす せgす えけすちi! ぉて かhすて くとうhに さ ghiと-

lお… ヾおけi jkて jヾかkす kてに ｠かせてに せgす kさな 
‒gとすうちちgな ヾ てに おkgち たてちてせgkてすせかg. ╈lさ-
ji ぬのとかな ちg kてにな iちてぬそおjiす kて lうせiそて  
jkさち iつほヾてとkg. 
ゃヾうとぬiす さ gちkかそさねさ ヾ てに すhすgかkiとg さ しとさ-

jせiかg ヾとてくうそそiす, けすg えちgち eiふ つえちて せgす 
gヾふたgせとて  ヾ とてな kさち gちしとほヾすちさ lへjさ ヾ てに 
gヾそう ヾgとgせてそてにしiか kさち gちしとほヾすちさ すjkて-
とかg ぬのとかな hすふそてに ちg iヾiたくgかちiす! ‒うしi 
そてすヾふち jおたiとg ヾのな て 【へとすてな iかちgす この-
ちkgちふな! 《ちほ iたiかな おたgjkgち gせふたg  gたgと-
kのそてか て ゅとすjkふな ヾえしgちi けすg kすな gたgとkかiな 
たgな せgす gちgjkおしさせi けすg kさ hすせgかのjさ たgな! 
【うしi えちgな ヾ てに ヾ すjkiへiす ji gにkふち えぬiす このお 
gすほちすg! 〉iち iかちgす ふたのな たふちて gにkふ! ぉほとg 
ヾすg jgち ヾgすhすう kてに eiてへ, iかたgjki くえくgす-
てす ヾのな えぬてにたi えちg ヾそてへjすて ぃgkえとg ヾてに 
fぅぁ｠ぉ』》《』 d』] ‒]ぇ! 
ぁ 【へとすてな たgな ヾとてjkうこiす «せgす ヾうjgち 

kさち たえとすたちgち にたほち とかねgki iヾ’ gにkふち, 
hすふkす gにkふな lとてちkかこiす ヾiとか にたほち». 
(]╆ ぃえkとてに 5:7). 
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]d』] ぃ]ぅ]ぇ【《ゃ『: ゅかてに 40, kさそ 2106004512, 
〉 ぉと ぃg 8-9たた 【 10:30ヾた-12:30たた & 8-9たた
]e『｠]: ぇてlてせそえてにな 52, kさそ 2105235066, せうしi 
たえとg 8-9たた 【 9:30-11:30ヾた & ぉi 11ヾた-12た
]』d]】《っ: 』iとう ぁhふな 187, kさそ 2105900042, 
〉 ぉi ぇ 8-9たた 【 10-12ヾた & 8-9たた
]ぇぃぅぁぃゃぅdぁぇ: eiたすjkてせそえてにな 8 & ぃgちgしさちgかのち, 
kさそ 2105577529, ぉと ぃi ぇ 8-9たた 【10:30-12ヾた & 8-9たた
〈ぁゃ】]: ‒すせとうな ]jかgな 3, kさそ 2108955690, 〉 ぃi 
8-9たた 【 10:30-11:30ヾた ぉi 11ヾた-12た & 8-9たた
d】ゃf]〉]: ]kkすせおな 6, kさそ 2109647402, 〉 ぉi ぃg 
8-9たた 【 10-11ヾた & 8-9たた
《】《ゃぇ』｠]: ]そiつgちhとお 3, kさそ 2105562223, 〉 
ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-12ヾた
『】』ぁゃぃぁ】『: 】iのl. 〉さたてせとgkかgな 38, 
2109757035, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10-12ヾた & 8-9たた
』】』ぁ｠-ぃ《ぉぅぁゃぃぁ】『: ]け.diのとけかてに 1, kさそ 
2102619067, 〉 ぉi ぇ 8-9たた ぃg 8-10たた 【 10:30-
11:30ヾた & 8-9たた
【]】】』e《]: ぃgちgけお ぉjgそhうとさ 377, kさそ 2109412963,  
〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
【《ぅ]ぉぇ』｠』: 】iのl. 〉さたてせとgkかgな 137, kさそ 
2104015035-6, 〉 ぉi ぃi 8-9たた 【 10-12ヾた
【『f』ぇ』]: 〉とへたのちてな 7, kさそ 2106253095, 〉 ぃi 
ぃg 8:30-9:30たた 【 11ヾた-1たた & 4-7たた
】ぁゃぉぇ]: dすてへとけすg 5, kさそ 2294081595, 〉 ぉi ぃg 
8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
‒《d]ぅ]: ぇさそにくとかgな 38, kさそ 6972-443569, ぉi 
ぃi ぇ 8-9たた 【 10-11ヾた
‒《｠』〉』: をiちてlうちてにな & 』せてちかてに (]け. ぃえkとてな), kさそ 210 
2442210, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた & 8-9たた
‒《ぉ]‒ぁぅfっぇ『: 〉とgけてへたさ 7 & ぃiとすせそえてにな, 
kさそ.210-2759167,  〉 ぉi ぃg 8-9 たた 【 11-12 ヾた
｠』【]』]: ]hとgたにkかてに 53, kさそ 2104915393 & 
2104922371, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた & 8-9たた
ぃ]d【ぅ]ぉ』: fすそてそうてに 166, kさそ 2107521408, 〉 
ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
ぃ]】]』ぁ f]】『ぅぁ: 【てとgお 6, kさそ 2109817277, 
ぉと ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
ぃ《』ぅ]』]ぇ: eiとたてヾにそほち 30], kさそ 2104635087, 
〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた & 8-9たた
ぃ《ぅ』ぇぉ《ぅ』: 〉のhiせgちおjてに 1, kさそ 2105771974, 
〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
ぃ《ぉぅ]】っ｠]: eijjgそてちかせさな 136, kさそ 2103422518, 
〉  ぉi  ぃg  8-9 たた  【 10:30-1:30 ヾた & 8-9 たた
ぅ《｠ぉ『ぇ: ｠えてに fgそおとてに 16, kさそ 2104823237, 
〉 ぃi 8-9たた 【 10-12ヾた
ぅ』》ぁゃぃぁ】『: 】. 『とgせそiかてに 134 & 〈ふそくさな 1-3 
kさそ 210 2138885, 〉 ぉi ぇ  8-9たた  【 11-12ヾた 
ぇ]】]‒』｠]:  ]しさちうな  14]  (]たヾiそうせすg), 
kさそ 21046 75884,  ぉと ぃi 8-9たた  【 11-12ヾた
ゅ]】]｠〉ぅ』: 『とほのち ぃてそにkiぬちiかてに 14, kさそ 
2106726876 & 2106748036, 〉 ぉi ぇ 8-9たた                 
【 11ヾた-1たた & 8-9たた
ゅぁ】]ぅdぁぇ: ‒ijてけiかのち 331, kさそ 2106713138, 
〉 ぉi ぃi 8-9たた 【 10:30ヾた-12:30たた 

e《ぅ‒『: ]そ. ぃgヾうけてに 28, kさそ 2310465094, 〉 ぉi 
ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
e《ぇぇ]】ぁ｠』【『: ぃとてたさしえのな & ]lとてhかkさな 12 kさそ 
2310566362, せうしi たえとg 8-9たた 【 11-12ヾた & 8-9たた
【]】ぁゅっぅ』: 《そ. 〈iちすこえそてに 79, kさそ 2310753575, 
〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた

]dd】』]: Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, 
North London, kさそ 0044(0)7790138484
]】〈]｠』]: (【ぁぅゃぉぇ]) Rruga Thanas Romacka Lagja 6 
Korce Til 0683354658, M T P 19.00-20.00, Te Djete 11.00-12.00
]】〈]｠』]: (ぃぁ】』ぉぇ]｠) iとけてjkうjすて たヾへとgな, kさそ 
00355-692257572 & 00355-3684041
]】〈]｠』]: (ぉ』ぅ]｠]) てhふな 【gくうけすgな (‒ヾてけせちkうちす), Sam-
sung, 12ふとてlて せkかとすて, 2てな ふとてlてな, kさそ 00355-682205537
]ゃぇぉぅ]】』]: (ぇかhちiひ) Stanley 4, Barden Street 
Arnckift NSW 2216 kさそ 00614406647609
]ゃぇぉぅ]】』]: (]hiそg[hg) 19 Kilkeny Rd. kさそ 
00610415953485
〈《】d』ぁ: (JODOIGNE) Rue Saint Médard 56, 1370 
Jodoigne, kさそ 0032 - 493253949 & 0032 - 489829557
〈《】d』ぁ: (d【《｠【) Risstraat 18, kさそ 0032-494-140760
〈ぁゃ】d]ぅ』]: (ぇ]｠ぉぁ〈《ぉぇ) ぅふこg 3, ぃ】《〈《｠, kさそ 
00359-6521-2513
〈ぁゃ】d]ぅ』]: (d』]‒ぃぁ】) ぃそ 》うぬgとさ, ぇkてはうちてく 2, 
kさそ 00359894666717 & 0035946635456
〈ぁゃ】d]ぅ』]: (‒』【ぅぁ ‒ぁ｠]ぇぉ『ぅ』) 』〈]｠ ぉ《｠《〈 7, 
kさそ 00359-4727425
〈ぁゃ】d]ぅ』]: (dぅ』〈』ぉぇ]) ‒ぃ]ぉぇぁ-【ゃぅぁ, 25 
ぃ】《〈《｠, kさそ 00359885090852
d《ぅ‒]｠』]: (】《ぁ｠‒ぃ《ぅd【) Eltingerstr. 61, kさそ 
07152-9267692
d《ぅ‒]｠』]: (‒ぃ』ぉ』ゅ]あ‒) Gustav Rau Str 20, kさそ 
07142-221156
d《ぅ‒]｠』]: (｠ゃぅ《｠‒〈《ぅd『) Hillerstrasse 25, kさそ 
0911-3224619

]d』] ]｠｠]  『】《』]ぇ:  kさそ 69 89 957129
]』d』｠]:  【,  kさそ. 22970 29928 & せすち. 6972 927969
]d』ぁぇ ｠』【ぁ】]ぁぇ 〈ぁ｠』ぉぇ『ぇ: てすせかg ぃgち/kさ 【gくくg-
hう, kさそ 6999591864, ぉi 【 8-9たた
]dぅ』｠』ぁ: ]ちgjkgjすghさ 8 (2てな てとてlてな), kさそ 6945518585, 
ぃi 8-9たた 【 10-12ヾた
]』d]｠『 】]ぅ』ぇ]ぇ: 〉 8-9 たた
]』d』ぁ: 1さ ‒うさ 1 (ょさそう ]そほちすg, せうkの gヾふ giとてけえlに-
とg), kさそ 2691020054, ぉi ぇ 8-9たた 【 11-12 ヾた
]】《を]｠〉ぅ《』] (『‒]e』]ぇ): ぃgヾうけてに 11, kさそ 
6948874494, ぉと ぃi 8-9たた 【 11-12ヾた
]‒]】』]〉]: dてとkにちかgな 7, kさそ 2622 300 418, ぉi ぃg 
8-9たた 【 11ヾた-12:30たた
]｠〉ぅぁぇ: kさそ 6947202257
〈]d』]: kさそ 2262061679, ぉと ぃi 8-9たた 【 9:30-11:30ヾ た & 7:30-9たた
〈《ぅぁ』]: ｠えg ヾiとすliとすgせお てhふな 〈えとてすgな - ｠うてにjgな (うちのしiち 
Honda), ぉ.e.203 kさそ 2331064388, ぉi ぃg ぇ 8-9たた 【 11-12ヾた
〈ぁ】ぁぇ: 【てにkgとえそすg 57 & 28さな ぁせkのくとかてに, kさそ 
2421039920, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた & 8-9たた
d]ぅd]】』]｠ぁ』: kさそ 6937-258669, ぇ 7-8たた 【 11-12ヾた
d]ぇぉぁゃ｠『: ぇたへとちさな 15, 〉 ぃi 8-9たた 【 11-12ヾた
d』]｠｠』ぉぇ]: ]とぬ. ‒gせgとかてに 26, 〉 ぉi ぃi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
d】ゃf] (fe』っぉ』〉]ぇ): kさそ 6944679618, ぃi 8-9たた 
【 11-12ヾた, 
dぅ《〈《｠]: diのと. ‒ヾてにjかてに 90, ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
〉ぅ]‒]: 〉おたさkとgな 15, kさそ 2521027597, 〉 ぉと ぃi ぃg 
8-9たた 【 11-12ヾた
《】]ぇぇぁ｠]: てすせかg ‒えけせてに 〉さたさkとかてに, ゅとすjk. ぃiとgす-
くてへ 18, kさそ 2493023265, ぉi 8-9たた 【 7-9 たた
《】《ゃe《ぅぁゃぃぁ】『: ‒ヾてにこかちgな 1, kさそ 2592023283, 
ぉと ぃi 8-9たた 【 10-12ヾた
《】】ぁぃ』] eさくほち: kさそ 2262 10 2144, ぃg 8-9 たた 【 10:30-12ヾた
》]【ゃ｠eぁぇ: ‒ヾふぬgそさ 43, kさそ 2695055093 & 
2104819429, ぉi ぃg 8-9たた 【 10-12ヾた
『dぁゃ‒《｠』ぉぇ]: ]けかのち ]ヾてjkふそのち 142, (うちのしiち 
ぁ]《〉) 6978898100, ぉi ぃg 8-9たた 【 12た-1たた
『ぅ]【】《』ぁ 【ぅ『ぉ『ぇ: 【gせとかhさ 5, kさそ 2810322554 & 
6948301160, 〉 ぉi ぇ 8-9たた 【 11-12ヾた
e]ぇぁぇ (ぃぅ』｠ぁぇ): kさそ 2593071881, ぉと ぃi (しiとすちふ) 8:30-
9:30たた (ぬiすたiと) 8-9たた 【 (しiと.)11ヾた-1たた (ぬiすた.) 8-9たた
e『〈]: ]たlかのちてな 19, kさそ 2262021956, ぉi ぇ 8-9たた 
【 10:30-12ヾた
』《ぅ]ぃ《ぉぅ]: ]そiつ. ぉjすとすちkうとさ (kえとたg てヾそgと. 【てせせかちさ) 
kさそ 2810322554 & 6948301160, ぉと 【 8-9たた
』ぉ《]: 】iのl. ╈jkすけけてな & ぃgヾgそiつgちhとお, kさそ 
2265029007, ぉi 7-8 たた, 【 11-12 ヾた
』っ]｠｠』｠]: ぃにとjすちえそそg 6, kさそ 2651032931, 〉 ぉi ぇ 
8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
【]〈]】]: fすそほkg 2, kさそ 2510836529, 〉 ぉi ぃg ぇ 8-9たた 
【 10ヾた-12:30たた
【]】]‒]ぉ]: ｠えhてちkてな & eiたすjkてせそえてにな (iかjてhてな gヾふ 
｠えhてちkてな), kさそ 2721021814, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
【]】]‒]ぉ]: ぇgそgたかちてな & ¨hとgな 127  〈, kさそ 
2721092765 & 91382, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
【]‒《｠] 〈ぁゃぅ】]: ]ぬすそそえのな 6, kさそ 6945853849, 
ぃg 8-9たた 【 7:30-9たた
【]ぅ〉』ぉぇ]: 〉. 】うヾg 80, kさそ 2441075379, ぉと ぃi 
8-9たた 【 11-12ヾた
【]ぅぃ《｠『ぇ』: ぁすせかg ]しgちgjかてに ぉjすヾikてへ, ]ちうlさな 1, 
kさそ. 22370 80601 【 6-8 たた 
【]ぇぉぁぅ』]: ‒てjぬてヾふそiのな 27, kさそ 6974154636, 
24670-84862, ぉi ぃg 8-9たた 【 10,30-12ヾた
【]ぉ《ぅ』｠『: 【そiすjてへとgな 2], kさそ 2351078146, ぉi ぃg 
8-9たた 【 10-12ヾた
【《ぅ]‒っぉ『 【]〈]】]ぇ: ヾgとgヾそiへとのな てすせかgな dすほと-
けてに ]にけiとすちうせさ, kさそ 2591051785, 〉 ぃi 8-9たた 【 10-12ヾた
【《ぅ【ゃぅ] (ぃぁ】『): 《しちすせお 】iにせかたたさな 1, kさそ 
2661046798, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
【《ぅ【ゃぅ] (ぇぉぅぁddゃ】『): 【iちkとすせお てhふな, kさそ 26610 
76024 & 6976 731725, ぉと 7-9たた 【 10ヾた-12:30たた
【《f]】】ぁ｠』] (]ぅdぁぇぉぁ】』): ]ちkすふぬてに 《にgけけiそう-
kてに 5, ぉi 8-9たた 【 11-12ヾた
【』】【』ぇ: 《しち. ]ちkかjkgjさな 21, kさそ 6984373886 - 
6983883076, ぉi 8-9たた 【 10-12ヾた
【ぁ》]｠『: 1て ぬそた 【てこうちさな-【とふせてに, kさそ 2461025317, 
ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
【ぁ‒ぁぉ『｠『: ]け. diのとけかてに 3, kさそ 2531034463, 〉 ぉi 
8-9たた 【 11-12ヾた
【ぁぅ』｠eぁぇ: 《にヾてすかgな 39, kさそ 2741023854, ぉi ぃg 
8-9たた 【 10-12ヾた
【ゃ】】『｠『: 【うkの ぃgちgけすう, てすせかg 【のち/ちてに ‒さちすほkさ, 
kさそ 2623092323, ぉと ぃi 8-9たた
【っぇ: eiてlとうjkてに 15, kさそ 6937-426425 & 2242028813, 
ぉi ぇ 8-9たた 【 11-12ヾた
】]‒』]: dとgくすうな 16, kさそ 2231034565, ぉi ぇ 8-9たた 【 
10:30-11:30ヾた

】]ぅ』ぇ]: 《そ. 〈iちすこえそてに せgす 】gヾさしほち 6, kさそ 2410 
549246, ぉと ぃi 8-9たた 【 10ヾた-12:30たた
】《ゃ【]〉』ぉ』 〉っぅ』〉ぁぇ: 【iちkとすせお てhふな, ぉi ぃg 7-8たた 
【 10:30-12ヾた & 7-8たた
】『‒｠ぁぇ: kさそ 6944-796468
】』〈]〉《』]: 〉さた. ぃgヾgjヾへとてに 46, kさそ 2261022337,  
ぉi 8-9たた 【 11-12ヾた.
‒]ぅぉ』｠ぁ fe』っぉ』〉ぁぇ: ゅとすjkすgちほち 8, kさそ 
2233061572, ぉと 8-9たた 【 10-12ヾた
‒]ぉ]ぅ]d【] 【]ぅ〉』ぉぇ]ぇ: 〈gjかそさ 》gとせすちてへ & ぃiとす-
せそえてにな, kさそ 2443041604, ぃi 8-9たた 【 11ヾた-12:30たた
‒《d]】ぁぃぁ】『: ]け.｠すせてそうてに 92, kさそ 27910 23163 / 
23270 & 6983339119, 〉 7-9たた ぉi 8-9たた 【 11ヾた-12:30たた
‒ぁ｠《‒〈]ぇ』] (【《ぅ]‒っぉ『): kさそ 27320 61521 & 
6947 618366, ぉi 8-9たた 【 11ヾた-12:30たた
‒ゃぉ』】『｠『 (ゅっぅ]): ぃgヾghすgたうちkさ & 〈gそgのとかkてに 35 
(ゅとにjてたgそそてへjg), kさそ 2251045428, 〉 ぉi ぇ 8-9たた 【 10-11ヾた
‒ゃぉ』】『｠『 (ぃ『d『): 【 7-9たた
‒ゃぉ』】『｠『 (‒《d]】ぁゅっぅ』ぁ): ぁすせかg 【gそhお diのと-
けかてに, kさそ 2252092420, ぃi 8-9たた
｠. ‒ぁゃ〉]｠』]: 【てにkjgちkほちさ せgす 【gとにのkgせさ 16, kさそ 
23730-22942, ぉi 8-9たた 【 11-12ヾた
｠. ぃ《ぅ]‒ぁぇ 【]〈]】]ぇ: 28さな ぁせkのくとかてに, kさそ 
2594023088, ぉと ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
｠. ぃゃぅdぁぇ 〈ぁぅ《』]ぇ 《ゃ〈ぁ』]ぇ: 19さ てhふな 33, kさそ 
2226071625, ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
｠]をぁぇ: ぃiとすliとiすgせお てhふな (ぃiとすてぬお dとふkkg - ぃgそgすう ぇlg-
けiかg), kさそ 2285029200, 〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
｠]ぁゃぇ]: ゅgkこさけとさけてとすうhてに 14, kさそ 2332028491, 
〉 ぉi 【 8-9たた
｠]ゃぃ]【ぉぁぇ: kさそ: 6945518585 & 2634024605, 
｠]ゃぃ】』ぁ: 【gそgたうkgな 19, kさそ 6936-518512, ぃi 8-9たた 
【 11-12ヾた
｠《ぁゅっぅ』: ]ヾふ kて せすふjせす hiつすう, kさそ 6955-066965, 
ぉと ぃi 8-9たた 【 10-12ヾた
を]｠e『: 【gヾちgヾてしさせほち 28, kさそ 2541071933, ぃi 
8-9たた 【 11-12ヾた
ぁぅ《ぇぉ』]〉]: ヾうとてhてな ]ちgけiちちおjiのな 6, kさそ 
2552027066, 〉 ぉi ぇ 8-9たた 【 11-12ヾた
ぁfぅゃ｠』ぁ  【]〈]】]ぇ: 【iちkと. てhふな, kさそ 2592041755, 
〉 ぉi ぃg 8-9たた 【 11-12ヾた
ぃ]ぅぁぇ: ぃiとすliとすせお てhふな, えちgちkす ヾ うとせすちけせ ]け. 〈gとくうとgな 
kさそ 2284023272 & 6977682093, ぉi 8-9たた 【 10-11ヾた
ぃ]ぉぅ]: ]にjkとgそかgな 100, kさそ 2610426700, ぉi ぃg 
8-9たた 【 11-12ヾた
ぃ】]ぉ]‒っ｠]ぇ: ｠かせさな 19, kさそ 2352044508, ぉi ぃg 
8-9たた 【 11-12ヾた
ぃ】]ぉゃ 『‒]e』]ぇ: ぃgヾgjうくくg 5, kさそ 2333063346, 
ぉと ぃi 【 8-9たた
ぃぉぁ】《‒]あ〉]: 〈. ぇてlかgな 58, kさそ 2463081352, ぉと ぃi 【 8-9たた
ぃゃぅdぁぇ: ]そliすてへ 21 (hかヾそg jkて LIDL), kさそ 
2621036021,  〉i ぉi 8-9たた  【 11-12ヾた
ぅ《eゃ‒｠ぁ: 2て ぬそた ぅiしへたちてに-ゅgちかのち (gちのしiち FORD), 
kさそ 2831025299, ぉi ぃg 8-9たた  【 11-12ヾた
ぅぁ〉ぁぇ: 】iのl. ぅふhてに-】かちhてに 206, kさそ 2241061111, 
〉 ぉi ぃg 8-9たた  【 10-12ヾた
ぇ]‒ぁぇ: 【gとそふくgjす, えちgちkす 〉gjてちてたiかてに, kさそ 
2273035843 & 2273033428, ぉi ぇ 8-9たた  【 11-12ヾた
ぇ]｠ぉぁぅ』｠『: ‒ijgとすう ぃかjの gヾて kて ‒ヾてへたヾさ, kさそ 
6944758650, 2286024994, 6977435999, ぃi ぇ 8-9たた 【 12-1たた
ぇ《ぅ』fぁぇ: てhふな 】すくghすてへ-ゅほとgな (ヾそさjかてち 《】ぉ]), 
2281051247 & 6970-123139, ぉと ぃi 【 8:30-9:30たた
ぇ《ぅぅ《ぇ: ぉてねかち 12 (ヾそさjかてち ヾそgkiかgな 《たヾてとかてに), kさそ 
2321027189 & 2321023192,  ぉi ぃg 7-9たた 【 10-12ヾた
ぇ『ぉ《』]:1て ぬそた. iヾgとぬ. ぇさkiかgな-』iとうヾikとgな (iちgちkす 】にせiかてに) 
kさそ 2843061542 & 6937870574, ぃg 8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
ぇぃ]ぅぉ『: eiとたてヾにそほち 145, kさそ 2731083517, ぉi ぃg 
8-9たた 【 11:30ヾた-12:30たた
ぇぉぅ]ぉっ｠』 ゅ]】【』〉』【『ぇ: kさそ 2376022528, 〉 ぉi ぃg 
8-9たた 【 11-12ヾた
ぇゃぅぁぇ: ｠すせ. ‒gちhさそgとう 16, kさそ 2281081942, 〉 ぉi ぃg 
8-9たた 【 10:30-11:30ヾた
ぉぅ』【]】]: 〈.ぉjすkjうちさ 145, kさそ 2431550353 & 6944-
721283, ぉi 8-9たた 【 10-12ヾた
ぉぅ』ぃぁ】『: 】iのl. ぁ『《 3, kさそ 2710226002, 〉 ぉi ぇ 
8-9たた 【 11-12ヾた
ぉゃぅ｠]〈ぁぇ: てすせかg ぇkえそすてに ぃgkjすてへとg, ヾとふihとてに ゅg-
jすほkさ 29, kさそ 2492022203, ぃg 8-9たた
f』】』ぃぃぁ』 (【ぅ『｠』〉《ぇ): kさそ 2510517308, ぉi ぃg 
8-9たた 【 11-12ヾた
ゅ]】【』〉]: 28さな ぁせkのくとかてに 11, kさそ 2221085170,
ぉi ぃg 8-9たた  【 11-12ヾた
ゅ]｠』]: ]そiつうちhとてに ぃgちgけてへそさ 38, kさそ 2821076210, 
ぉi ぃg 8-9たた  【 11-12ヾた
ゅ』ぁぇ: 】iのl. 《ちほjiのな 98, kさそ 2271043655 & 
2271028941, ぉi ぇ 8-9たた  【 11-12ヾた

d《ぅ‒]｠』]: (｠ぉゃぇ《】｠ぉぁぅf) Uerdinger Str. 67, 
kさそ: 04441851912, 015125394524 せgす 021187543708.
d《ぅ‒]｠』]: (d【ぅ』ぇゅ]あ‒) Waldstrasse 8, kさそ: 
0615565227
d《ぅ‒]｠』]: (ぅ]ぉゅ]あ‒) ぁすせかg ‒ヾgせすとそお 〈うすてに, 
Garsbeck 26
d《ぅ‒]｠』]: (ゅ]【《】ゅぁ〈《｠) ぁすせかg ゅgkこさせのちjkg-
ちkすちかhてに 《そiにしiとかgな, Am Parkhof 25, kさそ 02433951885
d《ぅ‒]｠』]: (‒ぁ｠]ゅぁ) Emil-Geis Str 39, kさそ: 
07142-221156 & 015756204824
《】〈《ぉ』]:  Im Obmann 4, Thalheim, kさそ 0041522429844 
& 0041792360037

『ぃ]: (ぁゅ]あぁ) 1734 North Rd. NE, Warren, kさそ 330-
3723524 & 330-3724967
『ぃ]: (｠. ゃぁぅ【『) 20-47 Steinway Str., Astoria, kさそ 
001-718-6806183
【ゃぃぅぁぇ - 】]ぅ｠]【]: diのとけかてに 〈すこにさちてへ 17], kさそ 
00357-24532713
【ゃぃぅぁぇ - 】《ゃ【っぇ』]: ｠うつてに 10 《》『 kさそ 00357-
22255150,  ぉと ぃg 8:30 - 9:30 たた  【 10:30 - 12 ヾた
ぇ】ぁ〈]【』]: (d【』ぅ]】ぉぁ〈ぉぇ《) BRATSTVO 
UČENIKOV JEŽIŠA KRISTA Kpt FUCIKOVA 373, 
GIRALTOVCE, kさそ 00421908957234

]ぉ ぉ 』 【 『 ゃ ぃ ぁ 】 ぁ 』 ぃ 『  《 】 】 ] 〉 ]

e《ぇぇ]】ぁ｠』【『

《をっぉ《ぅ』【ぁ

ぇにちiぬかこてにたi kて glすえとのたう たgな jkて jさたgちkすせふ gにkふ しえたg 
kさな ちさjkiかgな たi kて kとかkて せgす kiそiにkgかて たえとてな. 

ぉとかg iかhさ ちさjkiかgな:
『 •	 «せgちてちすせお» ちさjkiかg (さ gヾてぬお たふちて gヾふ kて lg-
けさkふ gそそう ふぬす gヾふ kて ちiとふ, jkさち てヾてかg gちgliとしお-
せgたi gちgそにkすせう jkて ヾとてさけてへたiちて kiへぬてな)
『 •	 «gヾふそにkさ» ちさjkiかg
『 •	 «たiとすせお» ちさjkiかg

『 •	 «gヾふそにkさ» ちさjkiかg, hさそghお さ gヾてぬお 
せgす gヾふ kて lgけさkふ せgす gヾふ kて ちiとふ. ‒えjg jkさち 
]けかg dとglお, kえkてすてに iかhてにな ちさjkiかg gちglえとikgす 
ちg えぬiす けかちiす たi たえけすjkさ hすうとせiすg kg kとかg iすせてjす-
kikとうのとg (《jしおと h:16, ぃとうつiすな ]ヾてjkふそのち せil. 
し:9). ]な jさたiすのしiか ふkす ぬのとかな ちiとふ て gちしとほヾすちてな 
てとけgちすjたふな たヾてとiか ちg iヾすくすほjiす けすg えちg ぬとてちすせふ 
hすうjkさたg gヾふ 3 えのな 7 さたえとiな. ぁ ‒のにjおな せgす て 
『そかgな えせgちgち kさち gヾふそにkて ちさjkiかg けすg 40 さたえとiな 
せgす ちへせkiな, せうkの ふたのな gヾふ にヾiとlにjすせえな jにちしおせiな. 
(╉つてhてな 34:27, ]╆ 〈gjすそえのち 19:8).

『 •	 «たiとすせお» ちさjkiかg, ふヾのな ヾiとすけとうlikgす ちg 
えせgちi て 〉gちすおそ) «╈とkてち iヾすしにたさkふち hiち えlgけてち せgす 
せとえgな せgす てかちてな hiち iすjおそしiち iすな kて jkふたg たてに てにhえ 
おそiすねg iたgにkふち ヾgちkiそほな, たえぬとす jにたヾそさとほjiのな kとす-
ほち てそてせそおとのち iくhてたうhのち» (せil. 10:3)
eg ヾとえヾiす ふたのな ちg iヾすjさたうちてにたi ふkす ji gにkお kさち ヾ i-
とかヾkのjさ て ふとてな «ちさjkiかg» しg ヾとえヾiす ちg ぬとさjすたて-
ヾてすiかkgす たi iヾすlへそgつさ, せgしほな さ たiとすせお gにkお gヾてぬお 
gヾふ てとすjたえちg lgけさkう hiち ぬgとgせkさとかこikgす とさkう 
たえjg jkさち ]けかg dとglお のな ちさjkiかg, てへki たヾてとiか ちg 
ぬとさjすたてヾてすさしiか のな iヾすぬiかとさたg にヾえと kさな iけせにとふkさkgな 
hすうlてとのち kへヾのち しとさjせiにkすせほち ちさjkiすほち, てす てヾてかiな 
jkさち ヾとgけたgkすせふkさkg gヾてkiそてへち gヾそほな kとてヾてヾてかさjさ 
kてに さたiとおjすてに ihijたgkてそてけかてに.
ぁす そふけてす くうjiす kのち てヾてかのち しg たヾてとてへji gにkお さ ヾとg-
せkすせお kてに 〉gちすおそ ちg ぬgとgせkさとすjkiか (せgkgぬとさjkすせう 
かjのな) のな ちさjkiかg, iかちgす: 

1てち) iヾiすhお gヾ’ ふkす lgかちikgす て 〉gちすおそ そうたくgちi kえkてすg 
ヾてjふkさkg kとてlおな ほjki gヾそほな ちg jにちkさとiかkgす, iちほ 
kgにkふぬとてちg hiち せgkgちうそのちi iせそiせkう ihえjたgkg せgす

2てち) iヾiすhお さ ふそさ ヾとgせkすせお jにちてhiにふkgち せgす iかぬi 
のな せかちさkとふ kさな kて ヾとてjのヾすせふ ヾえちしてな せgす kさち せg-
せてにぬかg iちほヾすてち kてに eiてへ, にヾえと kてに そgてへ 』jとgおそ. 
(〉gちすおそ 10:2,12)
ぃとてひヾてしえjiすな ちさjkiかgな gヾてhiせkおな gヾふ kてち eiふ
ぇkて ちさ╆ せilうそgすて kてに ヾとてlおkさ 『jg[g hすiにせとすちかこikgす 
ふkす さ gけちお ヾ とふしijさ kさな せgとhすうな iかちgす gにkお ヾ てに せgしす-
jkう kさ ちさjkiかg hiせkお jkてち 【へとすて せgす ふぬす さ hすiつgけの-
けお kさな ちさjkiかgな のな kにヾすせふ しとさjせiにkすせふ せgしおせてち. 
(『jg[gな ちさ:3-12)
ぇkて ヾgとgヾうちの gヾふjヾgjたg ヾgとgkさとてへたi iヾすヾそえてち 
ふkす さ ちさjkiかg えぬiす のな iヾgけけiそかg, iせkふな kのち うそそのち, 
せgす kさ くiそkかのjさ kさな にけiかgな. ]にkふ たヾてとiか ちg iヾえそ-
しiす のな しgにたgkてにとけすせお iヾえたくgjさ kてに eiてへ ヾうちの ji 
えちgち gjしiちお gそそう せgす iヾすjkさたてちすせほな しiのとiかkgす のな 
たすg のlえそすたさ lにjすせお jにちえヾiすg kさな ちさjkiかgな (ふkgち 
hすiつうけikgす gヾふ えちgち けiちすせう にけすお うちしとのヾて せgす ji そて-
けすせう ぬとてちすせう ヾそgかjすg) せgしほな えぬiす しikすせえな iヾすhとうjiすな 
ヾうちの jkて ヾiヾkすせふ jへjkさたg, jkて gちてjてヾてすさkすせふ jへ-
jkさたg せ.g., せgしほな iヾかjさな jにちhえikgす たi gへつさjさ kてに 
ヾとてjhふせすたてに てとかてに このおな. 《かちgす くiくgかのな iにちふさkて ふkす 
うkてたg たi ヾとてくそおたgkg にけiかgな (ヾ.ぬ. hすgくさkすせてか) hiち jに-
ちかjkgkgす お せgす hiち iヾすkとえヾikgす ちg ちさjkiへてにち.

《ヾかそてけてな
『 ちさjkiかg そてすヾふち, ふkgち けかちikgす にヾふ kすな jのjkえな ヾとてひ-
ヾてしえjiすな, gヾてkiそiか たすg ヾてそへ hにちgkお iせhおそのjさ iヾか-
せそさjさな kてに eiてへ せgす えぬiす しgにたgjkう gヾてkiそえjたgkg 
せgす iヾgけけiそかg ヾちiにたgkすせおな gちgくうしたすjさな kさな ヾとて-
jのヾすせおな jぬえjさな kてに gちしとほヾてに たi kて eiふ.
‒うそすjkg, しg たヾてとてへjgたi ちg ヾてへたi ふkす さ ちさjkiかg 
えぬiす jせてヾふ ちg gそそうつてにたi iたiかな せgす ふぬす て eiふな. 
《ヾiすhお しg ヾとえヾiす ちg けちのとかこてにたi ふkす さ ちさjkiかg hiち 
iかちgす えちg たえjて iせくすgjたてへ kてに eiてへ ちg たgな せうちiす kて 
«ぬgkおとす», hすふkす ヾてそそえな lてとえな て せgそへkiとてな kとふヾてな ちg 
iちiとけおjiす て 【へとすてな hiち iかちgす gにkふな kてち てヾてかて iたiかな 
lgちkgこふたgjki. 《lふjてち そてすヾふち にヾうとぬiす えちg jてくgとふ 
gかkさたg iすjiとぬふたgjki ji ちさjkiかg せgす ヾ とてjiにぬお たi hすう-
しijさ gliちふな ちg hすiとiにちおjてにたi ヾ てすふ iかちgす kて しえそさたg 
kてに eiてへ jぬikすせう たi kさち えせくgjさ kさな jにけせiせとすたえちさな 
にヾふしijさな, せgす glikえとてに ちg kgヾiすちのしてへたi ほjki て 
【へとすてな ちg たヾてとえjiす ちg iちiとけおjiす jへたlのちg たi kて 
しえそさたう ぉてに.

ぁたうhg “ゅとすjkすgちすjたふな せgす 《ヾすjkおたさ”

kさち gけgヾうの.
ぉほとg こiすな たふちてな jてに;
 『 たさkえとg たてに たi くてさしうiす kほとg せgす 

て 【へとすてな ちg kさな hかちiす hへちgたさ せgす ちg 
kさち jほjiす せgす iせiかちさ. 〉にjkにぬほな えぬの 
gちうけせさ くておしiすg せgす けすg kg ヾすて くgjす-
せう ヾとうけたgkg. eにたうたgす ghiそlえ kふki 
jkてち jkとgkふ iかぬgたi せうちiす kさち ヾてとiかg 
kさち «てけhてちkうとg». ぃiとヾgkうけgたi hさ-
そghお ふそて kて くとうhに てけhふちkg ぬすそすふたi-
kとg せgす kて ヾとのか しg kiそiすほちgたi. 《けほ 
ふヾのな おたてにちg たgしさたえちてな gヾふ kg くてに-
ちう gちえくgすちg jgち せgkjかせす jkg くとうぬすg, 
jkとgたヾてへそすつg ふたのな kて ヾふhす せす えくけg-
そg ふそさ kさち ヾてとiかg たi jkとgたヾてにそすけ-
たえちて ヾふhす. 【gす て hすてすせさkおな iかヾi kふki: 
«╊kgちi ちg ヾうとiki うhiすg gそそう kほとg 
hiち しg ヾうとiki. dすgkか kす せうちgki; 〉iち 
せうちgki kかヾてki. ぁ ぃgとそうちkこgな えくけg-
そi kさち ヾてとiかg たi jkとgたヾてにそすけたえちて 
ヾふhす. ぉかヾてki hiち せうちgki.» ぉg しにたう-
たgす kほとg せgす そえの ヾのな けかちてちkgち gにkう 
kg ヾとうけたgkg; ｠g iかjgす lてとkのたえちてな 
kて たヾえとけせすち (kて jgせかhすて) たえjg jkさち 
くとてぬお せgす ちg ヾiとヾgkうな けすg ほとiな;

ぉほとg iせヾgすhiへijgす ヾちiにたgkすせう.
ぃとgけたgkすせう たi iせヾgすhiへiす て 【へとすてな 

ヾてそへ jkさち にヾてたてちお. 【gす せiとhかこてちkgす 
ヾてそそう たi kさち にヾてたてちお. ぉて くそえヾの 
gにkふ. 《かぬi えとしiす ヾとすち そかけiな たえとiな えちgな 
うちしとのヾてな せgす たてに えそiけi kg くうjg-

ちg kてに, kすな jkiちてぬほとすiな kてに せす ふヾのな 
kてち うせてにけg えせそgすけg. 《かぬi hかせすて gそそう 
さ そへjさ hiち おkgち gヾふ kてち hとふたて ヾてに 
ヾおけgすちi, ヾてに jせilkふkgちi. ぉてに えそiけg: 
«【うちi にヾてたてちお, hiち つえとてにち てす うちしとの-
ヾてす. ぇにけぬほとiji kてにな, gけうヾさji kてにな, 
hiかつi kさち gけうヾさ jてに ちg たgそgせほjてにち 
てす ねにぬえな kてにな せす ふそg しg ヾうちi せgそう 
たikう.» 【gす ヾとgけたgkすせう kて えせgちi せgす 
iかhi せgそふ. 《hほ ヾてに せうしてたgす jkさち せg-
とえせそg えとぬてちkgす せうしi たえとg うちしとのヾてす 
せgす たすそうたi せgす たてに そえちi ヾとてくそおたgkg, 
hにjせてそかiな ヾ てに ヾ iとちうちi せgす ヾ とてjヾgしほ 
ちg kてにな jにたくてにそiへjの たえjg gヾふ kてち 
】ふけて ぉてに eiてへ. 《すhすせう kほとg, gにkふ 
kてち せgすとふ. 【す gにkふな て せgすとふな kiそすせう 
iかちgす せgそふな, ヾてそへ せgそふな.

dすgkか kて そiな gにkふ;
dすgkか ふヾのな そえちi せgす てす うちしとのヾてす: «ぁ 

ぬてとkうkてな hiち kてち jせえlkikgす kてち ヾiす-
ちgjたえちて.» 【gす て せふjたてな kふjg ぬとふちすg 
jせilkふkgち たふちて kてち igにkふ kてに, hiち 
jせilkふkgちi kてち うそそてち. eえそgちi ちg 
えぬてにちi そilkう, ち’ gヾてそgたくうちてにちi kg 
ヾうちkg せgす hiち kてにな iちhすえliとi kかヾてki 
うそそて たikう. 【す ふヾてに えくそiヾgち hにjせて-
そかg jさせほちてちkgち せgす えliにけgち せgす ヾお-
けgすちgち gそそてへ. ]ヾふ kさち にヾiとさlうちiすg. 
【gす さ にヾiとさlうちiすg hにjせてそiへiす ヾてそへ 
kさち このお kてに gちしとほヾてに. 【す iけほ ふたのな 
えkjす おたてにち せうヾてki.

ぃのな iかちgす kほとg さ このお jてに;
《にぬgとすjkほ kてち eiふ けすg ふそg. ｠てすほしの 

jgち «kさち ぬおとg たi kて とて[» ヾてに けとうliす 
たえjg jkさち ]けかg dとglお. 〉iち うhiすgこi 
ヾてkえ kて そうhす gヾふ kて とて[ せgす hiち kえ-
そiすのちi ヾてkえ kて gそiへとす gヾふ kて ヾすしうとす. 
ぉて こほ gにkふ kて ヾとうけたg せgす くそえヾの kてち 
【へとすて ちg せgそへヾkiす kすな gちうけせiな たてに 
ふそiな. ぃすjkiへの ふkす にヾうとぬiす えちg jぬえ-
hすて eiてへ せgす ふkす ふそg しg けかちてにち ふヾのな 
しえそiす 《せiかちてな. 【gす くそえヾの ふkす て eiふな 
jにちえぬiすg たi くてさしうiす せgす たてに hかちiす 
そへjiすな ヾてに iけほ hiち lgちkうこてたgす. 《ちほ 
jせえlkてたgす ふkす しg けかちiす えkjす gにkふ お 
gそそすほな, えとぬikgす て 【へとすてな せgす kて せうちiす 
ヾてそへ せgそへkiとg. ′ヾのな kほとg たi kさち 
てたてそてけかg. ]そそすほな kて jせilkふたてにちg 
ちg けかちiす せgす おとしi て ghiそlふな て 】てにせうな 
せgす たてに ヾとふkiすちi ちg kさち せうちの jkさち 
ilさたiとかhg.

《かhi て 【へとすてな ふkす おしiそiな ちg ぉてち 
てたてそてけおjiすな せす gヾうちkさji.

｠gす ghiそlえ, gヾうちkさji. ╊kgち えちkて-
ちさ さ iヾすしにたかg たてに. ╊しiそg kて せgそふ 
ヾてに gヾてそgたくうちの gヾふ kてち 【へとすて ちg 
kて hてへち てす うちしとのヾてす ふそてす. 〈とおせg 
kてち ゅとすjkふ, くとおせg kて けすgkとすせふ ヾてに 
lえとちiす hへちgたさ, ヾてに lえとちiす iそヾかhg, 
ヾてに lえとちiす ぬgとう せgす しえその ちg kて 
たうしてにち せgす ちg kて ヾうとてにち せす うそそてす. 
]にkふ しえその.
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〉さたおkとすてな ‒うjkてとさな

Ôé ËÝåé ï Ëüãïò

ôïõ Èåïý

Ôé ËÝåé ï Ëüãïò

ôïõ Èåïý

«]そそう, gち iけほ くけうこの kg hgすたふちすg hすgたえjてに kてに 
ぃちiへたgkてな kてに eiてへ, えlkgji iヾてたえちのな ji jgな さ 

くgjすそiかg kてに eiてへ»   (‒gkしgかてな 12:28)

┌┙ ┕┩┛┙ ┬┧┭ ペ┛┗┧┭ ┉┥┝┵┤┙┬┧┪

〉さたおkとすてな ‒うjkてとさな

ぁ hとふたてな ヾてに ヾiとヾうkさjgち せgす ヾとえヾiす 
ちg ヾiとヾgkおjてにち ふそてす てす うけすてす うちしとの-
ヾてす, hi しg たヾてとてへji せgす hi たヾてとiか ちg 
iかちgす うそそてな gヾふ gにkふち ヾ てに hかhgつi gそそう 
せgす ヾiとヾうkさji て たえけgな hすhうjせgそてな 』さ-
jてへな ゅとすjkふな. ]にkふな て hとふたてな, gヾふ 
kふki たえぬとす せgす jおたiとg hiち うそそgつi せgす 
ヾうちの ji gにkふち ヾとえヾiす せgす てす jさたiとすちてか 
ゅとすjkすgちてか ちg くghかjてにち, たすたてへたiちてす 
《せiかちてち せgす kて ヾそおしてな kのち gけかのち ヾてに 
さ ヾgとてにjかg kてにな にヾおとつi せiせてjたさたえちさ 
たi kg gすほちすg せgす うlしgとkg «せてjたおたg-
kg» ヾてに そえけてちkgす ぬとすjkすgちすせえな gとikえな.
ぁ ゅとすjkすgちふな そてすヾふち, iせkふな kてに ijの-

kiとすせてへ gけほちg せうしgとjさな せgす gヾふととす-
ねさな kのち ヾgしほち kてに, iにiとけikほちkgな えkjす 
kてち igにkふ kてに, えぬiす ぬとえてな ちg iヾiせkiかちiす 
kさち ヾとてjヾうしiすg iにiとけijかgな せgす ヾとてな 
kてち ヾそさjかてち kてに せす えちgな kとふヾてな せgkう 
kてち てヾてかて たヾてとiか ちg jにたくiか gにkふ たikg-
つへ うそそのち iかちgす せgす さ iそiさたてjへちさ. 
ぇkすな ぃとうつiすな kのち ]ヾてjkふそのち jにちgちkう-

たi kてち gヾ. ぃえkとて ちg そえiす jkてち iせ けiちi-
kおな ぬのそふ: «]とけへとすてち せgす ぬとにjかてち iけほ 
hiち えぬの, gそそ╆ふ,kす えぬの kてへkて jてす hかhの. 
《ち kの てちふたgkす kてに 』さjてへ ゅとすjkてへ kてに 
｠gこのとgかてに, jさせほしさkす せgす ヾiとすヾうkiす. 
【gす ヾすうjgな gにkふち gヾふ kさな hiつすうな ぬiす-
とふな ijおせのji…» ぃとうつiすな け:1-7. 《hほ 
くそえヾてにたi kてち gヾ. ぃえkとて, ちg たさち えぬiす 
ぬとにjふ お ぬとおたgkg, たg ちg えぬiす kてち こほちkg 
』さjてへ ゅとすjkふ たgこか kてに hすg kさな ヾかjkiのな, 
gヾてhiすせちへてちkgな ヾのな せgたかg せkかjさ せgす 
せgちえちgな ヾそてへkてな, hiち iかちgす すせgちう ちg 
にヾてせgkgjkおjてにち kさち ヾ とgけたgkすせお jぬえjさ 
kてに gちしとほヾてに たi kてち eiふ せgす jgち jにちえ-
ヾiすg gにkてへ, てす iにiとけijかiな 《せiかちてに ヾとてな 
kて gけgヾさたえちて ぉてに ふち, kてち うちしとのヾて, 
hiち gけてとうこてちkgす てへki せgす ヾのそてへちkgす, 
たg ヾとてjlえとてちkgす のな hのとiう gけうヾさな せgす 
iそえてにな. ╉kjす そてすヾふち くそえヾてにたi ヾのな て 
gヾ. ぃえkとてな えhのji jgち iそiさたてjへちさ そかけさ 
gヾふ kさ このちkgちお ヾかjkさ kてに ヾとてな kてち eiふ 
しiとgヾiへてちkgな kてち ぬのそふ.
【うヾてすiな iにjiくiかな けにちgかせiな たgしおkとすiな, 

ふヾのな hすgくうこてにたi jkて せgkう 】てにせうち 《に-
gけけえそすて さ:3: «…hすさせふちてにち gにkふち (kてち 
』さjてへ) gヾふ kのち にヾgとぬふちkのち gにkほち.». 
]にkふ jさたgかちiす ヾのな たヾてとてへたi ちg にヾさ-
とikおjてにたi kてち 【へとすて せgす kて えとけて kさな 
〈gjすそiかgな kのち ぁにとgちほち, gせふたさ せgす 
たi kg にそすせう gけgしう kのち てヾてかのち iかたgjki 
せうkてぬてす お せkおkてとiな, ヾとてjlえとてちkうな kg 
たi kさ たてとlお kさな iそiさたてjへちさな ヾとてな kてち 
ヾそさjかてち たgな. ぁ 』のgち. ゅとにjふjkてたてな 
そえiす:«《そiさたてjへちさ iかちgす さ kさな ぬおとgな 
iせiかちさな さ てヾてかg ふそて kさな kて くすふな えhのji. 
《うち ijへ hiち たヾてとiかな kふjて ふjて iせiかちさ さ 
ぬおとg, kてにそうぬすjkてち kて ヾiとかjjiにたう jてに 
せgkうくgそi. ╉ぬi kg gとせてへちkg せす ふぬす kg ヾ i-
とすkkう.» 』. ゅとにjふjkてたてな - MPG 63,197
ぇkて せgkう ‒gkしgかてち 《にgけけえそすて け:10-11 

hすgくうこてにたi ヾ のな さ iそiさたてjへちさ iかちgす せgと-
ヾふな kさな たikgちてかgな たgな せgす kさな このちkgちおな 
jぬえjさな たgな たi kてち eiふ, せす gそそてへ jkさち ]’ 
《ヾすjkてそお 』のうちちてに け:17-18 hすgくうこてにたi: 
«′jkすな ふたのな えぬiす kてち くかてち kてに せふjたてに, 
せgす しiのとiか kてち ghiそlふち gにkてへ ふkす えぬiす 
ぬとiかgち, せgす せそiかjさ kg jヾそうけぬちg gにkてへ 
gヾ╆gにkてへ, ヾのな さ gけうヾさ kてに eiてへ たえ-
ちiす iち gにkほ; ぉiせちかg たてに たさ gけgヾほたiち 
たi そふけて gそそう たi えとけてち せgす gそおしiすgち.» 
〈iくgかのな て gヾ. 』てへhgな (22 ihうlすて) たgな 
jにjkおちiす jkさち iヾすjkてそお kてに ちg iそiてへたi 
せうちてちkgな hすうせとすjさ, たg ji せgたかg ヾiとか-
ヾkのjさ ihほ hiち gせにとほちikgす て けiちすせふな せg-
ちふちgな gヾふ たかg jへjkgjさ ヾてに jせてヾふ えぬiす 
ちg たgな ヾとてlにそうつiす gヾふ そうしさ せgす せgせえな 
iせkすたおjiすな, ヾそgjたgkすせほち gちgけせほち. fg-
ちkgjkiかki そふけてに ぬうとすち iうち せうヾてすてな くとか-
jせてちkgち たふちすたg hかヾそg jkてち うjのkて にすふ 
kてへ せgkう 】てにせうち 《にgけけiそかてに (すi╆せil.) 
せgす kてに ヾgとiかぬi ふそg ふjg iかぬi gちうけせさ けすg 
ちg hgヾgちおjiす jkさち gたgとkかg せgす gjのkかg 
kてに. eg iかぬi kさち gちうけせさ ちg けにとかjiす ヾかjの 
jkて jヾかkす kてに ヾgkえとg kてに とgせえちhにkてな 
せgす kgヾiすちのたえちてな; ぃすしgちふち ちgす けすgkか hiち 
たヾてとてへたi ちg gヾてせそiかjてにたi せす gにkふ kて 
iちhiぬふたiちて, gそそう kて ヾすて ヾすしgちふ iかちgす ちg 
たさち えちてすのしi gにkお kさち gちうけせさ kさな iヾす-
jkとてlおな jkて jヾかkす kてに ヾ gkえとg, jkて てヾてかて 
しg kiそiかのちi さ ヾとgけたgkすせお kgそgすヾのとかg 
せgす hにjkにぬかg kてに.

ぁ gヾ. ぃgへそてな jgち iにgかjしさkさ せgとhすう, 
しiのとiか hiかけたg すjふkさkてな kて ちg たさち にヾうと-
ぬiす ji うそそてにな うちijさ せgす ji うそそてにな jki-
ちてぬのとかg せgす jにjkおちiす ji gにkてへな (kてにな 
ゅとすjkすgちてへな 【てとすちしかてにな hさそghお) ヾてに 
えぬてにち うちijさ gけgしほち, ちg gちgヾそさとほjてにち 
kさ jkえとさjさ iせiかちのち ヾてに hiち えぬてにち せgす 
ヾすしgちふち ちg hにjせてそiへてちkgす gせふたさ せgす 
jkg くgjすせう (〈’ 【てとすちしかてにな さ:13-15). 
╈そそのjki て gヾ. ぃgへそてな ふヾのな iかヾgたi ヾすて 
ヾうちの, iかぬi kさち ヾちiにたgkすせお iヾうとせiすg ちg 
せgkgそうくiす ヾほな て ヾすjkふな ぬとすjkすgちふな ヾとえ-
ヾiす ちg えぬiす たすg たgそgせお せgす iにgかjしさkさ 
せgとhすう ヾてに てliかそiす ちg glてにけせとうこikgす, 
ちg たてすとうこiす, せgす ちg jにたたikえぬiす たi iにiと-
けikすせふ kとふヾて jkさ このお kてへ えぬてちkてな gちう-
けせさ. 〉iち ちてiかkgす ぬとすjkすgちふな ヾ てに さ せgとhすう 
kてに hiち iかちgす iせヾgすhiにたえちさ jkて ちg hかちiす 
ふ,kす たヾてとiか せす ふ,kす えぬiす kさ hにちgkふkさkg ちg 
hほjiす,けすg gけgしふ jせてヾふ, たi すそgとふ kとふヾて.
ぇi gにkふ kて jさたiかて gな hすgくうjてにたi 

そかけg そふけすg kてに 』. ゅとにjてjkふたてに (MPG 
60,708): «〉iち hすgくうそその kてち ヾそてへkて 
gそそう kてにな せgせほな ヾそてにkてへちkgな. 【gそふな 
iかちgす て ヾそてへkてな けす╆gにkてへな ヾてに kてち hすてす-
せてへち せgそう, せgそお さ lkほぬiすg けす╆gにkてへな 
ヾてに kさち にヾてたえちてにち せgそう… ぇに, たikg-
つのkう せgす hiとたうkすちg せgす けてへちiな lてとiかな, 
せgす て lkのぬふな hiち えぬiす てへki とうせてな, せgす 
jに たiち kとほけiすな lgjすgちてへな, ふとちすしiな, ぬお-
ちiな せgす ふjg ihえjたgkg にヾうとぬてにち, せgす て 
lkのぬふな hiち たヾてとiか kさち せてすそすう kてに ちg 
ぬてとkうjiす たi ねのたか せgす そうぬgちg, jに えぬiすな 
kてかぬてにな ぬとにjてとふlてにな せgす たうとたgとg 】g-
せihgすたふちすg ヾてすせかそg せgす せかてちiな せgす ヾiとす-
せilgそgかgな せすふちのち (せすてちふせとgちg) ぬとにjうな 
せgす て lkのぬふな hiち えぬiす てへki せgそへくg…», 
せgす て 〈gjかそiすてな iヾかjせてヾてな 【gすjうとiすgな 
(MPG31, 276-277).けとうliす: «《jへ hiち 
iかjgす ヾそiてちえせkさな; 〉iち iかjgす せそえlkさな, 
glてへ せとgkうな けすg hすせう jてに ふjg ヾ おとiな けすg 
ちg kg hすgぬiすとかこijgす jgち てすせてちふたてな; ぉて 
ねのたか ヾてに せgkえぬiすな iかちgす kてに ヾiすちgjたえ-
ちてに, kて とてへぬて ヾてに lにそうけiすな jkすな gヾてしお-
せiな jてに iかちgす kてに つすヾふそさkてに, kg ぬとおたg-
kg ヾてに えぬiすな ヾgとgぬのたえちg jkさ けさ iかちgす 
kてに jkiとさたえちてに. ‶jki kふjてにな ghすせiかな, 
ふjてにな たヾてとてへjiな ちg くてさしおjiすな.» 
ぁ ヾそてへkてな せgす さ にそすせお せkかjさ, iうち ぬとさjす-

たてヾてすさしてへち gヾふ せうヾてすてち iヾ╆gけgしふ, iかちgす 
hiせkう せgす ぬとおjすたg jkて ちg gちgせてにlかjてにち 
gヾふ kg ghすえつてhg ヾてに lえとちiす さ gヾてにjかg 
kてにな gヾ’ kさ このお せうヾてすてに うそそてに. ]にkお 
iかちgす さ iそiさたてjへちさ. ]ちgせてへlすjさ kてに 
iそiさたえちてに, jにたヾふちすg せす gけうヾさ kてに iそi-
てへちkてな. ぇkさち gちkかしikさ ヾiとかヾkのjさ ふたのな 
kす jにたくgかちiす; ぉす けかちikgす ふkgち にヾうとぬiす 
ヾそてへkてな gそそう しさjgにとかこikgす せgす lにそうj-
jikgす たgせとすう gヾふ kさち gちうけせさ kてに ヾそさjか-
てち, iつにヾさとikほちkgな kてち iけのせiちkとすせふ せgす 
iすhのそてそgkとすせふ せふjたて kてに せgkふぬてに kてに; 
ぃそえてち たすそうたi けすg lすそgとけにとかg gそそう せgす 
ヾそiてちiつかg ヾてに iかちgす jにjkgkすせう iちふな gち-
しとほヾてに て てヾてかてな iかちgす «くgとすう うととのjkてな» 
ヾちiにたgkすせう せgす くすほちiす たすg iヾすせかちhにちさ せgす 
jにぬちう たさ gちgjkとえねすたさ せgkうjkgjさ. ぁ gヾ. 
ぃgへそてな そえiす: «ふjてす しえそてにjす ちg ヾそてにkほ-
jす, ヾかヾkてにjすち iすな ヾiすとgjたふち せgす ヾgけか-
hg, せgす iすな iヾすしにたかgな ヾてそそうな gちておkてにな 
せgす くそgくiとうな, gかkすちiな くにしかこてにjす kてにな 
gちしとほヾてにな iすな ふそiしとてち せgす gヾほそiすgち. 
〉すふkす とかこg ヾうちkのち kのち せgせほち iかちgす さ 
lすそgとけにとかg…» ]’ ぉすたふしiてち. jk:9-10. ぁ 
lすそうとけにとてな hiち たヾてとiか ちg えぬiす ヾかjkさ せgす 
ヾとてjhてせかg jkさち ヾ とふちてすg kてに eiてへ, gせとす-
くほな けすgkか iかちgす hiたえちてな たi kg kさな へそさな ji 
kえkてすて くgしたふ ほjki hi ぬのとうiす jkさ このお kてに 
gにkお さ ヾとふちてすg, gそそう せgす て かhすてな て eiふな 
jgち ヾ gとてにjかg jkさ このお kてに iかちgす ヾ iとすkkふな. 
]ちk’ ]にkてへ, て ヾそてへkてな せgす kg にそすせう gけg-
しう, hijヾふこてにち せgす hかちてにち kすな ふヾてすiな そへ-
jiすな jkさ このお kてに. ぁ ぃgとてすたすgjkおな そえiす: 
«ぉg gけgしう kてに ヾそてにjかてに iかちgす さ てぬにとう 
gにkてへ ヾふそすな, せgす lgちkうこikgす gにkう のな 
にねさそふち kiかぬてな.» ぃgとてすたかiな すさ:11.
ぃてそへ せgそふ ヾgとうhiすけたg gちしとほヾてに kてに 

eiてへ ヾてに せgkglとふちさji kてち ヾそてへkて せgす 
gとせえjkさせi jkg くgjすせう, iかちgす て 』gせほく. 
〉すgくうこてにたi けす’ gにkふち: «【gす iにぬおしさ て 
』gせほく iにぬおち そえけのち, ]ち て eiふな iかちgす 
たik’ iたてへ, せgす たi hすglにそうつiす iち kさ てhふ 
kgへkさ iかな kさち てヾてかgち にヾうけの, せgす たてす 
hほjiす うとkてち ちg lうけの, せgす えちhにたg ちg 
iちhにしほ, せgす iヾすjkとえねの iち iすとおちさ iすな 

kてち てかせてち kてに ヾgkとふな たてに, kふki て 【へ-
とすてな しえそiす iかjしgす eiふな たてに…» dえちijさ 
せさ:20-22. 〈そえヾてにたi kてち 』gせほく,ちg iかちgす 
えちgな てそすけgとせおな せgす kgヾiすちふな うちしとのヾてな 
たi glすそうとけにとてにな kとふヾてにな jgち gにkてへな 
ヾてに て gヾ. ぃgへそてな jにjkおちiす jkさち ヾとてな 
《くとgかてにな iヾすjkてそお (すけ╆:5-6) , せうkす ヾてに 
せす て 【へとすてな たi kさち gけgしお hすhgjせgそかg 
せgす kて ヾgとうhiすけたう ぉてに たgな にヾえhiすつi: 
«‒さ しさjgにとかこiki iかな igにkてへな しさjgに-
とてへな iヾす けおな, ふヾてに jせほそさつ せgす jせのとかg 
glgちかこiす せgす ふヾてに せそえヾkgす hすgkとにヾてへ-
jす せgす せそえヾkてにjすち, gそそう しさjgにとかこiki 
iかな igにkてへな しさjgにとてへな iち てにとgちほ… 
iヾiすhお ふヾてに iかちgす て しさjgにとふな jgな, 
iせiか しえそiす iかjしgす せgす さ せgとhすう jgな.» 
せgkう ‒gkしgかてち jk:19-21. ぉて 《にgけけえそすて 
jgち けちおjすてな, gちふしiにkてな せgす gヾそgちおな 
そふけてな kてに eiてへ, jにjkおちiす たすg このお gに-
kうとせさ gそそう せgす てそすけgとせお, ヾちiにたgkすせお 
iち たえjの kさな へそさな ヾてに たgな ヾiとすくうそそiす, 
gそそう せgす たi ヾ てそへ ヾ とてjてぬお たさち ヾ そgちさしiか 
て うちしとのヾてな kてに eiてへ せgす ちてたかjiす ヾのな さ 
jぬえjさ たi kて このちkgちふ eiふ, iかちgす たすg jぬえ-
jさ hすgとせてへな にそすせてへ hてへちgす せgす そgくiかち.
ぇにちiヾほな, さ ぬとすjkすgちすせお このお せgす ヾとg-

せkすせお, iかちgす うととさせkg jにちhihiたえちiな たi 
kさち うjせさjさ kさな iそiさたてjへちさな iせ たえとてにな 
kのち ヾすjkほち ゅとすjkすgちほち, kのち てヾてかのち 
ji せgたかg ヾiとかヾkのjさ て にそすせふな ヾそてへkてな 
せgす ふ,kす kてち jにちてhiへiす, hiち ヾとえヾiす ちg 
gヾてkiそてへち gにkてjせてヾふ せgす gちkすせiかたiちて 
gヾてヾとてjgちgkてそすjたてへ gヾふ kてち kiそすせふ 
ヾとててとすjたふ ヾてに iかちgす さ gすほちすg 〈gjすそiかg 
kのち ぁにとgちほち. 『 ぬgとう kてに hかhiすち iかちgす 
ヾとてちふたすて gちしとほヾのち ヾてに えぬてにち せgそそす-
iとけさしiか, せgす gちしおjiす せうkの gヾふ kさ ぬうとさ 
せgす kて えそiてな kてに ]けかてに ぃちiへたgkてな. ′jて 
ヾすて せてちkう て うちしとのヾてな kてに eiてへ くとか-
jせikgす ji gにkお kさ ぬうとさ せgす kて えそiてな, 
kふjて ヾすて ヾてそへ せgkglとてちiか kg にそすせう せgす 
jkとえlikgす jkg ヾちiにたgkすせう gけgしう, たi 
gヾてkえそijたg さ ヾとてせてヾお kてに iち ゅとすjkほ, 
ちg iかちgす くえくgすさ せgす iけけにさたえちさ.
ぁ かhすてな て 』さjてへな ゅとすjkふな iかヾi: «‒g-

せうとすてす てす iそiおたてちiな hすふkす gにkてか しえ-
そてにjすちiそiさしお.» せgkう ‒gkしgかてち i:7, 
iにそてけほちkgな せgす たgせgとかこてちkgな kすな けiち-
ちgすふhのとiな せgす kとにliとえな せgとhすえな, けすgkか 
ふヾてすてな iかちgす けiちちgすふhのとてな せgす iそiおたのち 
うちしとのヾてな, ふjて lkのぬふな お ヾそてへjすてな せす 
gち iかちgす, てたてすうこiす たi kてち eiふ, けiちふたi-
ちてな ヾgすhか ぉてに iヾiすhお ふ,kす えぬiす たえjg kてに 
せgす ふ,kす gすjしうちikgす, kg ヾとてjlえとiす ヾとてな 
kg えつの: «…]にkふな gちgkえそそiす kてち おそす-
てち gにkてへ iヾか ヾてちさとてへな せgす gけgしてへな, 
せgす くとえぬiす iヾか hすせgかてにな せgす ghかせてにな.» 
せgkう ‒gkしgかてち i:45.
ぇgち ヾgすhか kてに iそiおたてちてな eiてへ iかjgす 

iそiおたのち せgす けiちちgすふhのとてな; 《かたgす; 《うち 
ふぬす gな こさkおjてにたi gヾkてち 【へとすて ヾてに hか-
ちiす せgす hiち てちiすhかこiす (』gせほくてに g:5), kて 
えそiふな ぉてに ちg たgな たikgくうそそiす gヾふ «jlす-
ぬkてへな» せgす «kjすけせてへちさhiな» hさそghお たi 
たすg そえつさ gちiそiおたてちiな, ji けiちちgすふhの-
とてにな せgす iそiおたてちiな すhかのな jkさ jさたiとす-
ちお iヾてぬお ふヾてに て iけのせiちkとすjたふな, さ lす-
そgとけにとかg, さ gヾgちしとのヾすう せgす さ えそそiすねさ 
jにたヾgしiかgな gちしとほヾてに ヾとてな うちしとのヾて 
くgjすそiへてにち, たすgな せgす さ jさたiとすちお iヾてぬお 
gちおせiす gヾてhihiすけたえちg ヾそえてち jkすな “《ぇ-
ゅ]ぉ《ぇ 『‒《ぅ《ぇ ぉっ｠ 《ぇゅ]ぉっ｠ 
『‒《ぅっ｠”, けちのとかこてちkgな ヾのな: «〉iち 
glおちiす kてにな gちしとほヾてにな ちg iかちgす うちしとの-
ヾてす kて ぬとにjうlす (て ヾそてへkてな), gそそう kてにな 
たikgくうそそiす ji しさとかg せgす hgかたてちiな.» 』. 
ゅとにjふjkてたてな MPG 61, 343-344.
】てすヾふち, gな lとてちkかjてにたi せす gな iヾすたiそさ-

してへたi ちg たてすうjてにたi ふそてす, jkてち gとぬすki-
そほちさ 》gせぬgかて て てヾてかてな kて ヾとほkて ヾとうけたg 
ヾてに せgkうそgくi せgkう kさち ヾちiにたgkすせお gちg-
こおkさjさ せgす iヾglお kてに たi kてち 【へとすて, おkgち 
kて ちg iそiおjiす せgす ちg せうちiす せてすちのちてへな たi 
ふ,kす えぬiす jkさち せgkてぬお kてに, ふそてにな ふjてにな 
kてち ヾiとすえくgそそgち せす ふそてにな ふjてにな えくそg-
ねi たi kすな うヾそさjkiな ヾとgせkすせえな kてに (せgkう 
】てにせうち iにgけけえそすてち すし:1-10) せgす gな たさ 
ちてたかjてにたi ヾのな gにkふ iかちgす iへせてそて ぬのとかな 
kさ ぬうとさ kてに eiてへ せgす kさ jにちえとけiすg kてに 
gちしとほヾてに, けすgkか て ヾそてへjすてな ちigちかjせてな 
(せgkう ‒gkしgかてち iにgけけえそすてち すし:16-23) 
ヾgと ふkす おkgち iにjiくおな せgす ヾとてjiせkすせふな 
jkさ このお kてに, iち kてへkてすな hi たヾふとiji ちg 
gヾてくうそそiす kて jkさとすけたふ kてに jkてち ヾそてへkて 
kてに, gヾてせgそへヾkてちkうな たgな kて iにgけけえそすて 
たi gにkふ kて ヾiとすjkgkすせふ, ヾのな さ てhふな kさな 
iそiさたてjへちさな iかちgす さ てhふな kさな kiそiすふkさ-
kgな. ]な kさち くghかjてにたi せgkう kさ ぬうとさ ヾてに 
hふしさせi jkてち せgしえちg たgな, たi gけうヾさ せgす 
kgヾiかちのjさ せす て 【へとすてな しg lとてちkかjiす kすな 
iそそiかねiすな たgな, ふjて iたiかな lとてちkかこてにたi たi 
gけうヾさ kすな iそそiかねiすな kのち ghiそlほち たgな.

ぇkえlgちてな ぃiちかせさな

てぢごとづばぴ¢でと┸ ほぢば¢ぷばぶ┸ もぞぢゎびぐべびçゎ┼

ぉて ╈けすて ぃちiへたg, のな えちg gヾふ kg kとかg ヾとふjのヾg kさな eiふ-
kさkgな gちglえとikgす jkさち «ヾとほkさ jiそかhg» kさな ]けかgな dとglおな 
(dえちijさ 1:2) jkさち «kiそiにkgかg» (]ヾてせうそにねさ 22:17) gそそう せgす 
たi ヾそおしてな gちglてとほち すhすgかkiとg けすg kて えとけて せgす kさ jにたたikて-
ぬお ぉてに jkて jぬえhすて kてに eiてへ ji ふそさ kさち にヾふそてすヾさ dとglお. 
ぃgとghiかけたgkg kてに えとけてに kてに ]けかてに ぃちiへたgkてな, iかちgす…

〉『‒』ぁゃぅd』]. ぉて ╈けすて ぃちiへたg くそえヾてにたi ちg えぬiす 
iちiとけふ とふそて おhさ gヾふ kさち gとぬお kさな hさたすてにとけかgな. 〉すg-
くうこてにたi, «【gす さ けさ おkgち うたてとlさ せgす えとさたさ せgす jせてkうhす 
にヾおとぬi iヾうちの jkて ヾとふjのヾて kさな gくへjjてに. 【gす ぃちiへたg 
eiてへ liとふkgち iヾうちの jkさち iヾすlうちiすg kのち ちiとほち» (dえちijさ 
1:2) せgす «‒i kて ヾちiへたg kてに せふjたさji kてにな てにとgちてへな» (』ほく 
26:13) せgす, «jkえそちiすな kて ヾちiへたg jてに, せkかこてちkgす, せgす gちgちi-
ほちiすな kて ヾとふjのヾて kさな けさな» (ょgそたてか 104:30, 33:6).

e《』] ]ぃぁ【]】ゃょ『 / 《‒ぃ｠《ゃぇ『. 〉すgくうこてにたi ふkす 
kて ╈けすて ぃちiへたg gヾてせgそへヾkiす せgす iたヾちえiす jkてにな ヾすjkてへな 
kさ ちふさjさ せgす えせlとgjさ kてに しiそおたgkてな kてに eiてへ. ぁ gヾ. 
ぃgへそてな けとうliす, «ぇi たgな, ふたのな, て eiふな kg gヾてせうそにねi 
hすgたえjてに kてに ぃちiへたgkふな kてに hihてたえちてに ふkす, kて ぃちiへたg 
iとiにちうiす kg ヾうちkg, せgす kg くうしさ kてへ eiてへ» (]’ 【てとすちしかてにな 
2:10). 〉すgくうこてにたi gせふたさ, «ぁそふせそさとさ さ けとglお iかちgす しi-
ふヾちiにjkさ…» (〈’ ぉすたふしiて 3:16) せgす, «…てhさけてへたiちてす gヾふ 
kて ╈けすて ぃちiへたg, たかそさjgち てす うけすてす うちしとのヾてす kてに eiてへ» (〈’ 
ぃえkとてに 1:21). ]せふたさ せgす て fgとgほ ヾgとghえぬkさせi ふkす てす 
gヾてせgそへねiすな kてに 』のjおl, たふちて gヾふ kて ぃちiへたg kてに eiてへ 
しg たヾてとてへjgち ちg えぬてにち ヾとてえそしiす (dえちijさ 41:38).

]｠]d《｠｠『ぇ『. ぉて ╈けすて ぃちiへたg えぬiす せiちkとすせふ とふそて 
jkさち gちgけえちちさjさ ヾてに ヾすjkてへ せgす kて つiせかちさたg kさな ちえgな 
(gすほちすgな) このおな kてに せgしほな hすgくうこてにたi, «]ヾてせとかしさせi て 』さ-
jてへな: ぇi hすgくiくgすほちの gヾふそにkg, gち せうヾてすてな hiち けiちちさしiか 
gヾふ ちiとふ せgす ぃちiへたg, hiち たヾてとiか ちg たヾiす たえjg jkさ くgjす-
そiかg kてへ eiてへ» (』のうちちさな 3:5). 

』【《ぇ』]. ぉて ╈けすて ぃちiへたg kてに eiてへ gちgそgたくうちiす «たijて-
そgくさkすせふ» とふそて jkさち ヾとてjiにぬお kてに ヾすjkてへ iせlとうこてちkgな 
たi gせとかくiすg kすな ヾとgけたgkすせえな/このkすせえな ヾちiにたgkすせえな gちうけせiな 
kてに たi kとふヾて iにうとijkて jkて eiふ: «kて ぃちiへたg jにたくてさしうiす 
jkすな gjしえちiすえな たgな iヾiすhお, kて kす ちg ヾとてjiにぬさしてへたi, せgしほな 
ヾとえヾiす, hiち つえとてにたi, gそそう kて かhすて kて ぃちiへたg すせikiへiす けすg 
ぬうとさ たgな たi jkiちgけたてへな gそうそさkてにな» (ぅのたgかてにな 8:26). 

]d』]ぇ‒ぁぇ. ぁ jさたgちkすせふな とふそてな kてに ]けかてに ぃちiへたg-
kてな jkてち gけすgjたふ kてに ヾすjkてへ iかちgす つiせうしgとてな たえjg jkさ 
dとglお: «【gす たiとすせてか にヾおとつgki kえkてすてす gそそう そてにjkおせgki, 
gそそう gけすgjkおせgki, gそそう hすせgすのしおせgki, jkて ふちてたg kてに 【に-
とかてに 』さjてへ, せgす たi kて ぃちiへたg kてへ eiてへ たgな» (]’ 【てとすちしか-
てにな 6:11) せgす, «て eiふな jうな えせそiつi iつgとぬおな ヾとてな jのkさとかgち 
hすgたえjてに kてへ gけすgjたてへ kてへ ぃちiへたgkてな» (〈’ eijjgそてちすせiかな 
2:13) せgす, «《ヾiすhお, せす gにkふな ヾ てに gけすうこiす せす gにkてか ヾ てに gけすう-
こてちkgす iかちgす ふそてす gヾふ えちgち» (《くとgかてにな 2:11). 

《】《dゅぁぇ. ╉ちg gヾふ kg えとけg kてに ]けかてに ぃちiへたgkてな iか-
ちgす せgす さ ヾ とてjヾうしiすg glへヾちすjさな iちふな せふjたてに ヾ てに こiす ghす-
glてとほちkgな けすg kて しえそさたg kてに eiてへ, たえjg gヾふ kてち えそiけぬて 
kのち ヾとgせkすせほち kてに: «【gす ふkgち えとしiす iせiかちてな, しg iそえけつiす 
kてち せふjたて けすg gたgとkかg, せgす けすg hすせgすてjへちさ, せgす けすg せとかjさ» 
(』のうちちさな 16:8).

ぃ]ぅ『dぁぅ』] 【]』 《｠e]ぅぅゃ｠ぇ『. ぉて ╈けすて ぃちiへたg 
ヾgとさけてとiか, iちhにちgたほちiす, ヾとてkとえヾiす せgす ヾgとgせすちiか kてにな 
ヾすjkてへな jkて ぃちiにたgkすせふ kてにな ヾiとヾうkさたg. 〉すgくうこてにたi, 
«ぁす たiち iせせそさjかiな… ヾそさしへちてちkgち たi kさち ヾgとさけてとかg kてに 
]けかてに ぃちiへたgkてな» (ぃとうつiすな 9:31). ぁ 』さjてへな えそiけi jkてにな 
たgしさkえな ぉてに けすg kて ╈けすて ぃちiへたg, «【gす iけほ しg ヾgとgせgそえ-
jの kてち ぃgkえとg, せgす しg jgな hほjiす えちgち うそそてち ぃgとうせそさ-
kて, けすg ちg たえちiす たgこか jgな jkてち gすほちg… iせiかちてな しg jgな kg 
hすhうつiす ふそg, せgす しg jgな にヾiちしにたかjiす ふそg ふjg iかヾg ヾとてな 
ijうな… iせiかちてな しg hほjiす たgとkにとかg けすg たえちg… jgな jにたlえ-
とiす ちg gちgぬのとおjの iけほ iヾiすhお… glてへ gちgぬのとおjの, しg kてち 
jkiかその ji jgな» (』のうちちさな 14:16,26, 15:26, 16:7).

〉』]｠ぁ‒『 ゅ]ぅ』ぇ‒]ぉっ｠. ぉて ╈けすて ぃちiへたg hかちiす kg 
ぬgとかjたgkg jkてにな ヾすjkてへな けすg kさち てすせてhてたお kさな iせせそさjか-
gな: «ゃヾうとぬてにち hすgすとえjiすな ぬgとすjたうkのち, kて ぃちiへたg ふたのな 
iかちgす kて かhすて… ぇi せうしi えちgち, ふたのな, hかちikgす さ lgちえとのjさ 
kてに ぃちiへたgkてな ヾとてな kて jにたlえとてち… せgす ふそg gにkう kg iちiと-
けiか kて えちg せgす kて かhすて ぃちiへたg, ヾてに hすgちえたiす, つiぬのとすjkう ji 
せうしi えちgち, ふヾのな gにkふ しえそiす» (]╆ 【てとすちしかてにな 12:4,7,11).

]｠]ぇぉ]ぇ『. ぉて ╈けすて ぃちiへたg しg gちgそうくiす kさち iせ-
ヾそおとのjさ kさな たiけうそさな ヾとてjhてせかgな kのち ゅとすjkすgちほち (くそ. 
ヾぬ., ]╆ 【てとすちしかてにな 15:45-55) けすg gちうjkgjさ kのち jのたう-
kのち kてにな. 〉すgくうこてにたi, «【gす gち kて ぃちiへたg iせiかちてに, ヾてに 
gちえjkさji kてち 』さjてへ gヾふ kてにな ちiせとてへな, せgkてすせiか たえjg jgな, 
gにkふな ヾてに gちえjkさji kてち 』さjてへ gヾふ kてにな ちiせとてへな, しg このて-
ヾてすおjiす せgす kg しちさkう jgな jほたgkg, hすgたえjてに kてに ぃちiへたg-
kふな kてに, ヾてに せgkてすせiか たえjg jgな» (ぅのたgかてにな 8:11). 


