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「ゲツセマネ」

（マルコ14:32～42）

挽地茂男
2019.8.11 日本基督教団・千歳丘教会

樋野興夫先生の講演会〈がん哲

学と人生〉が終わりました。樋野

先生は講演の後のメールのやりと

りの中でこう言っておられます。

「今日はあり

がとうござい

ました。素晴

らしい 想い出

の 一日となり

ました。感謝

申し上げます。

／感激しまし

た。いよいよ、『千歳丘 がん哲学

外来・カフェ』開設の時代到来で

すね！」。千歳丘にがん哲学外来

・カフェが開設できるかどうか、

これからの祈りの課題ですが、こ

のことだけは肝に銘じておきたい

と思います。樋野先生の本の中の

言葉です。「わたしは(がんカフェ)

立ち上げのときに顔を出して、次

のことだけをお話しします。『カ

フェには規則がありません。みな

さんの自由な発想で、やりたいよ

うにやって(運営して)ください。』

規則がないことが大事なのです。

…それぞれが自分の事情のなかで

かかわっていくには、規則は“余

計者”でしかありません。じつは

この『無規則運営』は、癌研時代

の恩師から受け継いだ流儀なので

す。…ただし腹に据えておいてほ

しいことがあります。／いい加減

ではないことを示すことです」

（『生きる力を引き出す寄り添い

方』158-9頁）。ですから外来で患

者さんと話をするときも、講演の

時も同じような精神が出てきま

す。「(がん哲学外来で)患者さん

から話を聞くとき、私はこれとい

った準備はしません。空っぽの器

のような状態で臨

みます。訪れた人

が器に水を入れれ

ばいいという考え

方で、私が最初か

ら水を入れおくよ

うなことはしませ

ん。結局、私は対

話の場を提供して

いるだけといえる

でしょう。／よく

講 演 会 も し ま す

が、空っぽの器で

あることに変わり
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はありません。内容はいつも同じ

で、皆さんにお話ししているよう

なことです。」(『いい人生は、最

期の５年で決まる』100頁)。

今年も８月、日本人にとっては、

少し心の重たい、しかも忘れては

ならない季節がやって来ました。

８月６日は広島に原爆投下、９日

には長崎に原爆投下、そして１５

日は終戦(敗戦)記念日と７４年前

に日本が負った戦争の大きな傷跡

を振り返り、再び

戦争を繰り返すこ

とのない平和な世

界を創るために努

力を新たに誓う季

節でもあります。

「戦争のつくり

かた」という本がございます。日

本にとって先の大戦の「転回期と

なった満州事変前後、当時の日本

人は大いなる転回期を生きている

とは分かっていなかったのです。

同様のことが現代の私たちにも当

てはまる」とこの本の制作チーム

の一人は言います。「当時、日本

が戦争に巻き込まれていたことに

気づかなかった」といいます。あ

る老人は「戦争は突然やって来た」

と語り、「戦争は戦争の顔をして

いません」と語る人もいます。時

が過ぎていく内に、戦争の記憶と

危機意識は風化してしまうので

す。

米国で大ヒットし、日本でも

NHK で放映されている連続ドラ

マ「THIS IS US（ディス・イズ

・アス）」の中で使われている

「Nagasaki」 という単語が問題

になっています。この「Nagasaki」
という言葉が、「破壊する」とか

「つぶす」とか「とどめを刺す」

という意味の動詞として使われて

いるのです。広島の原爆でまだ言

うことが聞けないならば、長崎に

もう一発、原爆の壊滅的な威力で、

完膚なきまでにたたきつぶすとい

う意味合いで使われます。このド

ラマの日本語版製作関係者はこの

「ナガサキする」という動詞とし

ての用法に、「ショックを受け」

ます。

このドラマは誕生日が同じ３６

歳の男女３人と両親を中心に描く

連続ドラマで、米 NBC テレビが

放映し、テレビ界最高の栄誉とさ

れるエミー賞の主演男優賞も受賞

し、続編の製作が続いている人気

ドラマです。「Nagasaki」がせり

ふに使われたのはドラマのシーズ
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ン１（計18話）第２話（「ビッグ

・スリー」）で、主要な登場人物

の一人、俳優をしているケビンが

コ メ デ ィ ・

ド ラ マ で 道

化 役 を 続 け

る の に 嫌 気

が 差 し 、 番

組 を 降 板 す

る 決 意 を し

ま す 。 テ レ

ビ局の代表に降りたいと申し出ま

すと、代表はケビンに対してこう

言います。“ If you do, I’ll be
forced to Nagasaki your life and
career.”（もし降りるなら、君の

生活とキャリアを徹底的につぶす

しかない。）さらに、かつて人気

俳優だった別の俳優の名前を挙

げ、自分に逆らった俳優の末路が

どうなるかを思い知らせようとし

ます。“I Nagasak’d him.”（私が

奴のとどめを刺したんだよ。／私

が奴ををつぶしたんだよ。）

このように俗語化した表現に、

アメリカの平和主義の浅薄さが見

えてくるのです。原爆のきのこ雲

の下で亡くなっていった人々の叫

びも、その後も原爆の被害で苦し

み続けた人たちのうめきも聞こえ

ないのです。野蛮な戦争当事国の

日本をねじ伏せて、とどめを刺し

て、戦争を終結に導いた正義の鉄

槌を下したという意識が、彼らに

とっての原爆なのです。広島・長

崎は彼らが所持し、振り回すこと

の可能な「威力」の象徴なのです。

巨大な力の前に、人の痛みも涙も

その声を失うのです。

本日の聖書の箇所は、時の変化、

時代の変化にいかに祈り深く対し

て行くべきかを教えてくれます。

場面はオリーブ

山にある有名な

「ゲツセマネ」

の園です。ゲツ

セマネという名

前は、アラム語

で「オリーブの

油搾り」、または

「オリーブの酒

舟」を意味する

とされます。主

イエスはオリー

ブが強い力で絞

られて、油をしたたらせるように、

締め付けられるような緊迫した祈

りの中におられたのです。ルカ福

音書はゲツセマネのアラム語の意

味を知ってか否か、主イエスの苦

オリーブ油の搾り器
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しみをこのように表現します｡｢イ

エスは苦しみもだえ、いよいよ切

に祈られた。汗が血の滴るように

地面に落ちた｣(22:44)。さてマル

コに戻りましょう。

３２節。「14:32 一同がゲツセ

マネという所に来ると、イエスは

弟子たちに、『わたしが祈ってい

る間、ここに座っていなさい』と

言われた。」主イエスがゲツセマ

ネに来られたのは祈る必要性を感

じたからです。なんでイエスさま

が祈る必要があるのだろう、神さ

まなのに、とわたしたちは思うの

です。しかし聖書は主イエスの人

間性について、次のように教えて

います。ヘブライ人への手紙２章

１７－１８節。「2:17 それで、イ

エスは、神の御前において憐れみ

深い、忠実な大祭司となって、民

の罪を償うために、すべての点で

兄弟たちと同じようにならねばな

らなかったのです。2:18 事実、

御自身、試練を受けて苦しまれた

からこそ、試練を受けている人た

ちを助けることがおできになるの

です。」また４章１５－１６節で

はこう言うのです。「4:15 この大

祭司(イエス)は、わたしたちの弱

さに同情できない方ではなく、罪

を犯されなかったが、あらゆる点

において、わたしたちと同様に試

練に遭われたのです。 4:16 だか

ら、憐れみを受け、恵みにあずか

って、時宜にかなった助けをいた

だくために、大胆に恵みの座に近

づこうではありませんか。」主イ

エス・キリストは真の人であると

同時に真の神である、という教会

の信仰を、西暦４５１年のカルケ

ドンの公会議(世界教会総会議)

は、教会の真理として確認しまし

た。わたしたちにとっては、「神

であれば人ではない」し、「人で

あれば神ではない」としか理解で
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きないのです。神であると同時に

人であるということは、わたした

ちの理性には理解不能なのです。

しかし同時に理解不能ということ

が、また大切でもあるのです。す

べてが理解できるのであれば、宗

教としてのキリスト教は終わって

しまいます。理性とともに。理性

の限界性を知ることは、わたした

ちにとっては重要なことです。こ

れは哲学者カントのテーマであ

り、またパスカルのテーマでもあ

りました。わたしたちの信じる神

さまは、わたしたちの頭のサイズ

には収まらない方なのです。神さ

まは、わたしたちの頭のサイズよ

りも大きいのです。頭のサイズに

収まっているものは、最早、神で

はなく、その人の考え、思想に過

ぎないのです。

ゲツセマネの主イエスはとても

人間的です。人間的であるが故に

この場面が好きだという人も多い

のです。３３－３４節。「14:33

そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ

を伴われたが、イエスはひどく恐

れてもだえ始め、14:34 彼らに言

われた。『わたしは死ぬばかりに

悲しい。ここを離れず、目を覚ま

し て い な

さ い』。」

神 が 十 字

架 の 死 を

前にして、

身もだえしているのです。「あり

えない」とお思いでしょうか。

主イエスが神であり同時に人で

あることを、小説の形で残そうと

したのは、ノーベル賞作家のフラ

ンソワ・モーリアックです。彼は

神 神 神

人 人 人

近代聖書学 信仰者 カトリック作家

（vere Deus, vere homo）

近代聖書学はイエスを凡人の大きさに引き戻した｡そこに描かれるのは､解釈者の思想の反映にすぎ

ない。一方､信仰者も､その崇拝と偏愛のために､イエスを地上よりはるか上に持ちあげ､その結果イ

エスは、現実の人間としての風貌を持たなくなったのである。この時こそ、カトリック作家と呼ば

れるものが、たとえ彼が最も無知な者の一人であったとしても、小説家と呼ばれものが――無知で

はあっても、まさしくあえて言うならば、作り出された小説の主人公達については心得のあるもの

が――おそらく、（神であり人である）彼の証言を述べる権利を持っているのではないだろうか。

※“vere Deus, vere homo”はカルケドン信条の要約。「真に神にして、真に人なる〔イエス・キリスト〕」
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ヨーロッパが近代聖書学の成果と

して、「神ぬきのキリスト」「人間

イエス(ただ人イエス)」の伝記を

続々と生み出して

いるときに、信仰

の危機を経験した

人です。キリスト

は人であって神で

はない。その「神

ぬきのキリスト」

の代表作がルナン

の『イエス伝』で

した。ルナンはイ

エスを１人の「道

徳教師」として描

きました。ですか

らモーリアックの描いた『イエス

の生涯』は信仰の戦いの書でもあ

るのです。『イエスの生涯』から

その描写を少し紹介しましょう。

主イエスは貧しい人々の友とし

て生きました。〔モーリアックの

文章〕「しかし、パリサイ人や祭

司達を相手にした場合、気狂いじ

みていると思われるくらい腹立ち

やすい人の子が、相手が貧しい人

々となると『無限の忍耐』となる。」

（新潮文庫版112）

「イエスは苛立ちを見せはしなか

った。人間的な感情が彼の心臓を

波打たせ、神の情熱が彼の血のリ

ズムに速度を加えていた。けだし、

憐憫は、『言葉』が肉となって以
あ わ れ み

来、創造者と被創造物との間をつ

なぐ〔〈原訳〉間に共通する〕情

熱である。神は彼自身の肉体の中

に貧しき者達の餓えを感じ、彼等

の渇きと疲労困憊を感じた。汗と

涙と血とを分けあったのである

〔〈原訳〉汗と涙と血との分け前

を彼も持ったのである〕。」

（新潮文庫109）

「彼はまっしぐらに進む、神の足

どりで。」 （新潮文庫版115）

「神であり人である彼は〔〈原訳〉

神－人は〕､競走路を走り終り､彼

がその中に三十年の間かくれてい

た時間からすでに半ば解放され、

時のことは考慮せずに､語ろうと

する。ほかでもない、彼はイエス

であり、キリスト〔〈原訳〉主〕

であるから。」 （新潮文庫版200）

「今わが心さわぐ。我なにを言う

べきか？」彼のうちにある人間が

もがく。小羊は屠所の匂いをかぎ

つけ、進も

うとせず、

からだをか

たくする。」

（新潮文庫版194）
スルバラン「神の小羊」
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「愛によって深い知恵をもつ心だ

けが〔〈原訳〉愛によって知恵づ

けられたたゞ一つの心が〕、横に

なっているこの人の中に、この人

の中に、このイエスの中に、走る

べき距離を走り終ったものを、力

つきて倒れた鹿を、明日は犬ども

の餌食になる鹿を、みつけてい

た。」 （新潮文庫189）

「ゲツセマネ。」それは人間と

しての主イエスの葛藤が極限に達

した場所だったのです。主イエス

は３人の弟子たちを祈りの座に伴

われました。大事なときには必ず

伴われるあの３人でした。「ペト

ロ、ヤコブ、ヨハネ。」あの会堂

長ヤイロの１２歳になる娘を蘇生

させたときにも共にいたのはこの

３人でした。あの変容の山に伴っ

たのも、この３人でした。神殿の

崩壊を預言したとき、そのの前兆

と終末の出来事について話された

のも、この３人にアンデレを加え

た弟子たちでした。今は大事なと

きなのです。主イエスも、心許せ

る人が、そばにいてほしいときだ

ったのです。〔樋野先生の言葉を

借りると、30メートル後ろで、自

分を見守ってくれる眼差しがほし

かったのです。〕３５－３６節。

主イエスは「14:

35 少し進んで行

って地面にひれ

伏し、できるこ

となら、この苦

しみの時が自分

から過ぎ去るよ

うにと祈り、14:36 こう言われた。

『アッバ、父よ、あなたは何でも

おできになります。この杯をわた

しから取りのけてください。しか

し、わたしが願うことではなく、

御心に適うことが行われますよう

に』。」

今は、イエス・キリストの生涯

最大の分岐点（ターニングポイン

ト）なので

す。イエス

の祈りは最

も親密な弟

子たちを離

れ、一人で

神 に 向 か

い、心のあ

るがままの

感情と願いを告白しながら、格闘

を続けます。そしてついに主イエ

スの祈りは、この言葉と共に最終

的な決断に到達します。「アッバ、

父よ」(v.36a)。主イエスは「ア

③ ⑤⑦
② ④⑥⑧

①

Ｊ

Ｊ＋ ３人

Ｊ＋弟子たち

QEOS
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ッバ、父よ」と、神への信頼を再

確認し、「わたしが願うことでは

なく、御心に適うことが行われま

すように」(v.36c)と、父なる神

の御心に委ねます。ある研究者は

このイエスの姿勢を「神の意志へ

の無条件的待機の姿勢」（Ｏ・ク

ルマン）と呼びました。それは全

面的に神に委ねる態度と言っても

よいでしょう。

一方「ここを離れず、目を覚ま

していなさい」(v.34b)と命じら

れた弟子たちは、

主イエスが祈り

の格闘を続けて

おられる間、眠

りに落ちていま

した。３７－３８節。

14:37 それから、戻って御覧にな

ると、弟子たちは眠っていたので、

ペトロに言われた。「シモン、眠

っているのか。わずか一時も目を

覚ましていられなかったのか。14

:38 誘惑に陥らぬよう、目を覚ま

して祈っていなさい。心は燃えて

も、肉体は弱い。」

こう言われると主イエスは、再

度、祈りに向かいました。３９節。

14:39 更に、向こうへ行って、同

じ言葉で祈られた。」主イエスは

この二度目の祈りを終えると、再

び弟子たちの所へもどってこられ

ました。しかし弟子たちはやはり

期待はずれの為体をさらしていま
ていたらく

した｡４０節。主イエスが「14:40

再び戻

っ て 御

覧 に な

る と 、

弟子たちは眠っていた。ひどく眠

かったのである。彼らは、イエス

にどう言えばよいのか、分からな

かった。でも二度では終わらなか

ったのです。４１－４２節。「14:

41 イエスは三度目に戻って来て

言われた。『あなたがたはまだ眠

っている。休んでいる。もうこれ

でいい。時が来た。人の子は罪人

たちの手に引き渡される。14:42

立て、行こう。見よ、わたしを裏

切る者が来た』。」

「時が来た」ことを確信できる

のは、祈っている者のみなのです。
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この目覚めて祈る主イエスと、眠

っている弟子たちの対比が一つの

テーマを明らかにします。「目覚

めと眠り」（watching-sleeping)の
テーマです。このテーマはすでに

１３章の小黙示録の「門番の譬え」

に出てきました。実は「ゲッセマ

ネの光景」(14:32-42）と「門番

の譬」(13:33-37)には共通点がい

くつもあります。「目を覚まして

いる」（grngorei'n, ゲオルゲイン）

という言葉は、マルコ福音書にお

いては、ゲッセマネの場面（14:3

4, 37, 38）と門番の譬（13:34,

35, 37）とにだけでてくるのです。

しかし両者の話題は少し違いま

す。１３章３３－３７節の門番の

譬えは、世の終り、つまり終末の

人の子が「来臨する時」（13:29,

32, 33）を問題にしており、一方、

ゲツセマネは、人の子が「渡され

る時」〔受難の時〕（14:41）が問

題になっています。人の子の来臨

とイエスの受難という内容的には

異なる両者が、「時」のテーマを

前提として、いずれも、決定的な

その「時」に対する緊張を問題に

することにおいて対応させられて

いるのです。時の姿は祈りの中に

見えてくるのです。この「時」に

対する緊張、すなわち「目を覚ま

していなさい」という命令によっ

て要求される信仰的な目覚めが、

両 者 を 真 に つ

な い で い る の

で す 。 今 が ど

う い う 時 な の

か を わ き ま え

て 、 時 に 目 覚

め て 生 き な さ

い、それがメッセージです。

ゲツセマネと門番の譬えを少し

丁寧に読んでいくと、先ほどの「目

覚めている」という言葉だけ出な

くて、両者の間に言葉の上での著

しい対応関係(言語的対応)がある

ことが分かります（Ｒ.ペッシュ）。

①門番の譬え１３章３６節。

門番の主人が「目を覚ましていな

さい」と命じて旅に出て、その主

人が突然帰って来て、あなたがた

が眠っているのを見つけるかもし

れない。（mh; ejlqw;n ejxaivfnh" eu{rh/

uJma'" kaqeuvdonta" ）

②ゲツセマネ１４章３７節ａ。

主イエスが弟子たちに「目を覚ま

していなさい」と命じて、少し離

れたところで祈った後、〔イエス

が〕それから、戻って(来て) 御

覧になると、弟子たちは眠ってい
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たので、……（ kai; e[rcetai kai;

euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta"）

③ゲツセマネ１４章４０節ａ。

主イエスが再び弟子たちに「目を

覚ましていなさい」と命じて、祈

った後、再び戻って(来て) 御覧

になると、弟子たちは眠っていた

……（kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;"

kaqeuvdonta"）

つまり主イエス(あるいは門番の

主人)が「目を覚ましていなさい」

と命じます。そして戻って「来る」

と、「発見した(する)」のは、弟

子たち(や門番)の「眠っている」

姿でした。「目を覚ましていなさ

い」-「来る」-「発見する」-「眠

っている」という同じ動詞が、全

く 同じ 順 序 で繰 り 返さ れ ます

(watching-coming -finding-sleeping) 。

この言葉の結びつきと、並行関係

の中には、重要なテーマ目覚め(覚

醒)―眠り（watching-sleeping)の
テーマがはっきり

と見えます。

目覚め(覚醒)―

眠 り ( watching
-sleeping) の テ ー

マは、１３章の門

番の譬では――す

でに言いましたよ

うに――世の終わり、終末におけ

る人の子の来臨に関係づけられる

ことによって、「目覚めているこ

と」が終末論的な重みを帯びてき

ます。そして同時にテーマとして

並行するゲッセマネにおける弟子

たちの行為の上にも、終末論的な

光を投げかけているのです。「時」

に目覚めることは終末論的な重み

を持っているのです。〔※世界の

終末に起る｢審き｣krivsi" とは、そ

の言葉の動詞形krivnwが「分ける」

という意味で、終末には神がすべ

ての正邪、真偽、善悪を分け、白

黒をおつけになることを意味して

います。時に「目覚めていること」

に終末論的な光を投げかる」とい

うことは「時」のとらえ方で、わ

たしたちの人生や歩みに白黒がつ

くという含意をもっているので

す。〕マルコ福音書は読者に「目

を覚ましていなさい」と語りかけ

ます。時を知ること、時に目覚め

ていることが、今の時を、ベスト

で生きることに繋がるからです。

ベストで生きる、ということは安

易な幸せに生きると言うことを意

味しません。主イエスのベストを

見て下さい。彼は幸福主義から自

由です。人生は幸福か、少なくと
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も幸福そうに見えていなければな

らない、というのが幸福主義です。

主イエスはそのようなとらわれか

ら自由です。それは神の御心をと

らえる、その御心に従って生きる

ということが最大の目標だからで

す。たとえそのことに、困難が伴

っていたとしてもです。「時が来

た。人の子は罪人たちの手に引き

渡される。14:42 立て、行こう。

見よ、わたしを裏切る者が来た』」

(41b-42)。それが主イエスがこの

世に使わされた意味、使命でもあ

るからです。神の御心に生きるこ

と。それが、わたしたちがこの世

界に生かされていることの意味で

もあります。祈りのない生活の最

大の問題点は、「時機」を逸する

ことです。

祈りの中で、わたしの時、世界

の時の姿が見えてきます。腕時計

では見えない時が見えてきます。

その時のために神はわたしたちを

この世界に生かしておられるので

す。人生には目的があるのです。

終末論が出てくるときにはいつ

も読むあの箇所を、今日も読んで

終わりたいと思います。ペトロの

手紙一４章７－１１節。

7万物の終わりが迫っています。

だから、思慮深くふるまい、身を

慎んで、よく祈りなさい。 8何よ

りもまず、心を込めて愛し合いな

さい。愛は多くの罪を覆うからで

す。 9 不平を言わずにもてなし合

いなさい。 10あなたがたはそれぞ

れ、賜物を授かっているのですか

ら、神のさまざまな恵みの善い管

理者として、その賜物を生かして

互いに仕えなさい。 11語る者は、

神の言葉を語るにふさわしく語り

なさい。奉仕をする人は、神がお

与えになった力に応じて奉仕しな

さい。それは、すべてのことにお

いて、イエス・キリストを通して、

神が栄光をお受けになるためで

す。栄光と力とが、世々限りなく

神にありますように〔アーメン。〕

神が備えられた、新しい一週間

も、祈りつつ歩んでまいりましょ

う。祈ります。

2019.8.11 日本基督教団・千歳丘教会
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14:32 一同がゲツセマネという所

に来ると、イエスは弟子たちに、

「わたしが祈っている間、ここに

座っていなさい」と言われた。

14:33 そして、ペトロ、ヤコブ、

ヨハネを伴われたが、イエスはひ

どく恐れてもだえ始め、

14:34 彼らに言われた。「わたし

は死ぬばかりに悲しい。ここを離

れず、目を覚ましていなさい。」

14:35 少し進んで行って地面にひ

れ伏し、できることなら、この苦

しみの時が自分から過ぎ去るよう

にと祈り、

14:36 こう言われた。「アッバ、

父よ、あなたは何でもおできにな

ります。この杯をわたしから取り

のけてください。しかし、わたし

が願うことではなく、御心に適う

ことが行われますように。」

14:37 それから、戻って御覧にな

ると、弟子たちは眠っていたので、

ペトロに言われた。「シモン、眠

っているのか。わずか一時も目を

覚ましていられなかったのか。

14:38 誘惑に陥らぬよう、目を覚

まして祈っていなさい。心は燃え

ても、肉体は弱い。」

14:39 更に、向こうへ行って、同

じ言葉で祈られた。

14:40 再び戻って御覧になると、

弟子たちは眠っていた。ひどく眠

かったのである。彼らは、イエス

にどう言えばよいのか、分からな

かった。

14:41 イエスは三度目に戻って来

て言われた。「あなたがたはまだ

眠っている。休んでいる。もうこ

れでいい。時が来た。人の子は罪

人たちの手に引き渡される。

14:42 立て、行こう。見よ、わた

しを裏切る者が来た。」

14:32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to;

o[noma Geqshmaniv kai; levgei toi'"

maqhtai'" aujtou', Kaqivsate w|de e{w"

proseuvxwmai.

14:33 kai; paralambavnei to;n Pevtron

kai; (to;n) !Iavkwbon kai; (to;n) !Iwavnnhn

met! aujtou' kai; h[rxato ejkqambei'sqai

kai; ajdhmonei'n

14:34 kai; levgei aujtoi'", Perivlupov"

ejstin hJ yuchv mou e{w" qanavtou:

meivnate w|de kai; grhgorei'te.

14:35 kai; proelqw;n mikro;n e[pipten

ejpi; th'" gh'" kai; proshuvceto i{na eij

dunatovn ejstin parevlqh/ ajp! aujtou' hJ

w{ra,

14:36 kai; e[legen, Abba oJ pathvr,

pavnta dunatav soi: parevnegke to;

pothvrion tou'to ajp! ejmou': ajll! ouj tiv
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ejgw; qevlw ajlla; tiv suv.

14:37 kai; e[rcetai kai; euJrivskei

aujtou;" kaqeuvdonta", kai; levgei tw'/

Pe vtrw/, Si vmwn, kaqeu vdei"_ ou jk

i[scusa" mivan w{ran grhgorh'sai_

14:38 grhgorei'te kai; proseuvcesqe,

i{na mh; e[lqhte eij" peirasmovn: to; me;n

pneu'ma provqumon hJ de; sa;rx ajsqenhv".

14:39 kai; pavlin ajpelqw;n proshuvxato

to;n aujto;n lovgon eijpwvn.

14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;"

kaqeuvdonta", h\san ga;r aujtw'n oiJ

ojfqalmoi; katabarunovmenoi, kai; oujk

h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai;

levgei aujtoi'", Kaqeuvdete to; loipo;n

kai; ajnapauvesqe: ajpevcei: h\lqen hJ

w{ra, ijdou; paradivdotai oJ uiJo;" tou'

a jnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n

aJmartwlw'n.14:42 ejgeivresqe a[gwmen:

ijdou; oJ paradidouv" me h[ggiken.


