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PEACE IN MOMENTS
OF UNCERTAINTY
“All this I have spoken while still with you. 26 But the Advocate, the
Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you
all things and will remind you of everything I have said to you.
27
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you
as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be
afraid.”( John 14:25—27 NIV)
§

DON’T BE AFRAID, TAKE COURAGE, I AM HERE!

“Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back
into the boat and cross to the other side of the lake, while he sent
the people home. 23After sending them home, he went up into the
hills by himself to pray. Night fell while he was there alone.
24Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for
a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves.
25About three o’clock in the morning Jesus came toward them,
walking on the water. 26When the disciples saw him walking on
the water, they were terrified. In their fear, they cried out, “It’s a
ghost!” 27But Jesus spoke to them at once. “Don’t be afraid,” he
said. “Take courage. I am here!” 28Then Peter called to him,
“Lord, if it’s really you, tell me to come to you, walking on the water.”
29“Yes, come,” Jesus said. So Peter went over the side of the
boat and walked on the water toward Jesus. 30But when he saw
the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink.
“Save me, Lord!” he shouted. 31Jesus immediately reached out
and grabbed him. “You have so little faith,” Jesus said. “Why did
you doubt me?” 32When they climbed back into the boat, the
wind stopped. 33Then the disciples worshiped him. “You really are
the Son of God!” they exclaimed. 34After they had crossed the
lake, they landed at Gennesaret.”(Matthew 14:22—34 NLT)
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不安な時に与えられる平安	
 
	
 

このことをわたしは、あなたがたといっしょにいる間に、あなたがた
に話しました。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。27わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなた
がたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、
世が与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。
恐れてはなりません。(ヨハネの福音書14:25-27)	
 
	
 
§

恐れないで、勇気をもちなさい。わたしがここにいる！	
 

	
 

それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟に乗り込ませて、自分よ
り先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を帰してしまわれた。23群衆
を帰したあとで、祈るために、ひとりで山に登られた。夕方になった
が、まだそこに、ひとりでおられた。24しかし、舟は、陸からもう何
キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので、波に悩まされて
いた。25すると、夜中の三時ごろ、イエスは湖の上を歩いて、彼らの
ところに行かれた。26弟子たちは、イエスが湖の上を歩いておられる
のを見て、
「あれは幽霊だ」と言って、おびえてしまい、恐ろしさのあ
まり、叫び声を上げた。27しかし、イエスはすぐに彼らに話しかけ、
「し
っかりしなさい。わたしだ。恐れることはない」と言われた。28する
と、ペテロが答えて言った。
「主よ。もし、あなたでしたら、私に、水
の上を歩いてここまで来い、とお命じになってください。」29イエスは
「来なさい」と言われた。そこで、ペテロは舟から出て、水の上を歩
いてイエスのほうに行った。30ところが、風を見て、こわくなり、沈
みかけたので叫び出し、
「主よ。助けてください」と言った。31そこで、
イエスはすぐに手を伸ばして、彼をつかんで言われた。
「信仰の薄い人
だな。なぜ疑うのか。」32そして、ふたりが舟に乗り移ると、風がやん
だ。33そこで、舟の中にいた者たちは、イエスを拝んで、
「確かにあな
たは神の子です」と言った。34彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着い
た。(マタイの福音書14:22-34)	
 
	
 

