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礼拝開始（10時30分）10 分前には席に着き、祈りの時間を

持ちましょう。一致の祈りは大きな力です。

来週の奉仕者
（8月 24 日）
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　私は教会に来はじめて２年、洗礼を受けてからは１年が経ちます。
過去の傷は全て癒され、罪も許され、新しくされたことに喜んで歩ん
でいるのですが今まで蓋をして忘れさっていた別の傷がふとしたきっ
かけで痛み出します。きっかけは小さなことで普段ならやり過ごせそ
うなことなのに、いけないとわかっていながら踏みとどまることがで
きずに感情的な言葉で大切にしたいと守ってきたはずの人たちを逆に
傷つけてしまい自己嫌悪。神様によって新しくされ、きれいになれた
はずなのに心の奥にあった真っ黒な部分に失望し、「やっぱり自分に
は価値がない」と生きていること事態が悪なのではないかと思うくら
い自分の存在を否定してしまいます。
この負のスパイラルの中１人では原因を探ることも過去の深い傷と向
き合うことのできなかった私に神様は起き上がれるように手を差しの
べ、励ましてくれる人を与え、慰めてくれる人を与え、寄り添ってく
れる人を与え、祈る場所を与え、祈ってくれる人を与え、許してくれ
る人を与えてくださったのです。存在が悪のように思えていた自分が
こんなにも愛されていたことに気づかされ、また立ち上がることがで
きました。
「私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。( イザヤ
43章 4節 )」
１人ぼっちで自分はだめだと思っていたときですら神様は愛し価値あ
る者として導いてくださったことに深く感謝します。今まで自分勝手
に生きてきて曲がりくねっている私の道が少しずつ真っ直ぐになるよ
うに神様に祈り歩んでいきます。

箴言9章～ 15章

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　箴言は 4 部に分けることができます。第１部真の知恵
（1章～ 9章）、第２部正しい生き方と誤った生き方の教訓
（10 章～ 24 章）、第３部ユダの王ヒゼキヤに属する人々
が記録したソロモンの箴言（25 章～ 29 章）、第４部徳高
い女性（30 章～ 31 章）です。また第一部の中に、①知恵
を求める事の大切さ②神の知恵への信頼③子に対する教
訓④性についての知恵⑤４つの戒め⑥淫行の警告⑦知恵
の自己証言⑧知恵のすすめが書かれています。第２部の
中に、①正しい人、曲がった人②賢人と愚者③祝福を受け
る命の光④知者と愚者⑤知恵のある人、愚か者⑥人の業
と主の御旨⑦パンの一片しかなくとも⑧離反する者⑨完
全な道を歩む人と愚者⑩英知のある人、無知な人⑪神に
従う人、逆らう人⑫名誉、品位は富より望ましい⑬食卓
に招かれた時⑭悪者のことに心を燃やすなということに
分けることができます。第３部には①ヒビキヤの臣が筆
写した箴言②愚か者、怠け者、さまざまな悪③人関係に
ついての教え④神に逆らう者、従う人⑤神に従う者、逆
らう者に分けれます。第４部には①アグルの言葉②レム
エル王への言が書かれています。今週は第 2 部、ソロモ
ンの格言集として中心的な内容に入ります。Ⅰ列王４：３
２にはソロモンは３０００もの格言を作ったと言われて
います。これはその中から抜粋されているものになって
いるといわれています。
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　　　クリスチャンが神様に祈ることは
　　とても大切ですが…
どのように祈るかということを心の中でしっかりと注意
しておかなければなりません。不安があるから神様に
祈っているのか、それとも平安を与えてくださいと祈っ
ているのかは随分違います。イエス様は私達に平安を与
えるために来られたのです。神様を信じるということは
平安になるということです。教会に来るのも平安でいる
ためです。
もし、心の中に騒ぐ思いがあるとしたら、それは神様か
らきたものではありません。平安を奪われている証拠で
す。騒ぐ心がきたら、「イエスの御名によって騒ぐ心よ
私の内から出て行け！神様、私の心に平安を与えてくだ
さい。そして、あなたの道をそれずに進みます。あなた
からの知恵を与えてください。」と祈り求め、神様の前
に心を整えましょう。

　　繁栄していますか？
神様は「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。…」（創
1:28）と私達に繁栄を語られたのです。ヤベツという人
物はⅠ歴代誌４章の系図の中に登場します。名前が淡々
と書かれている中でヤベツの箇所だけちょっとした話が
出て来ます。「ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言っ
た。『私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいま
すように。御手が私とともにあり、わざわいから遠ざけ
て私が苦しむことのないようにしてくださいますよう
に。』そこで神は彼の願ったことをかなえられた。」（Ⅰ
歴代誌 4:10）ヤベツは祈り、そして栄えさせられたので
す。あなたは求めていますか？そして栄えていますか？
決して物質的な祝福が繁栄ではありません。けれど、繁
栄している人は物質的にも祝福されています。旧約聖書
の中に出てくるアブラハム、ヨセフ、ダビデ、ソロモン
…皆、そうです。十戒の律法の中では「…あなたがたの神、
主を試みてはならない。」（申 6:16）と神様を試すことを
禁じておられますが、ただ一つだけ経済と繁栄の祝福に
関しては試すことを許しておられます。「十分の一をこ
とごとく、宝物倉に携えて来て、わたしの家の食物とせ
よ。こうしてわたしをためしてみよ。－万軍の主は仰せ
られる－わたしがあなたがたのために、天の窓を開き、
あふれるばかりの祝福をあなたがたに注ぐかどうかため
してみよ。」（ﾏﾗｷ3:10）聖書の中には繁栄という言葉がた
くさん出てきます。ハヤー、ツァラク、トブ、シャローム、
エウドゥー…。それほどまでに神様は私達が繁栄するこ
とを願っておられるのです。

　　騙されないように…
けれど、ただ受けるだけで流さない人は決して繁栄しま
せん。ヘルモン山からの流れを受けるガリラヤ湖はその
水をまた流します。そこにはたくさんの魚が生息してい
ます。けれど、死海は流れを受けるだけで流さず溜め込
んでいるので蒸発して塩分濃度が濃くなり生き物がいま
せん。まさに祝福を受けるだけで流さない人は死海と同
じで繁栄しないのです。サタンは友達のように近づいて
きて私達が自分のためだけに生き、繁栄しないように大
切なものを盗んでいきます。教会からは「権威・力・信仰・

癒し・奇蹟・解放・異言・愛・繁栄」を盗んでいきます。
私達からは「判断力・夢・責任感・主体性・行動力」を
盗んでいき、逆に「貪欲・自己中心・責任転嫁・比較・心配・
不安・恐れ・言いなり・ずれ・執着・過去・未練」を与
えていきます。サタンが与えるものは私達から繁栄を奪
い去ります。今、盗まれているものはありませんか？ま
た与えられているものはありませんか？

　　①繁栄と祝福は待つだけでは起こらない

私たちには神様から与えられている役割があります。し
かしそれマタイ6：21－24の箇所は貧しくあるべきだと
語っているのではありません。富に「仕えてはいけない」
と言っているだけです。神様は人間にだけ管理するため
に経済を与えられました。けれど、将来を心配して自分
のためにだけ蓄えるのでは意味がありません。それは執
着です。神様から与えられた目標に向かって蓄えていく
のには意味があります。そして、管理し、誰かのために
流していくことが繁栄につながるのです。

　　②種蒔きと刈り取り

私達は生きているうちに種を蒔かなければ絶対に刈り取
ることはできません。良い種を蒔けば必ず良い実を刈り
取り、その祝福は３０倍、６０倍、１００倍と溢れるの
です。
受けたいと思っているのなら与え、愛されたいと願うの
なら愛し、大事にされたいと思うのなら大事にするので
す。種蒔きと刈り取りは一貫して一緒です。流した愛は
祝福となるのです。また、あなたが与えようとする時に
は蒔く種が必ず与えられます。神様はわりと私達には蒔
く種がないと思っている時にチャレンジを与えます。神
様からのチャレンジにこたえてみましょう。必ず蒔けま
す。そして刈り取ることができます！

　　③怠惰に注意　忙しさにも…

怠惰というのは実は頑張っている時にあらわれるので
す。忙しいと思ってやっている時は大事なことは忘れて
います。考えなければならないことに怠惰になります。
愛を流さなければいけないことを忘れます。私達がしな
ければならないことはいくつかです。そのいくつかを
失ってまで他のことをやっても意味がありません。また、
調子のいい時、うまくいっている時こそ注意しなければ
なりません。収穫している時にはなかなか種が蒔けませ
ん。自分の人生の先だけを考えている時にはなかなかで
きないものです。執着しているからです。怠惰を捨て、
執着に勝利していきましょう！

　

（要約者：全本　みどり）

「繁栄と祝福」

祈りましょう…

神様、私を祝福して下さい。ヤベツのように私を栄えさせてく
ださい。そして、私を通して素晴らしいことをさせて下さい。
神様、私を祝福して下さい。ヤベツのように私を栄えさせてく
ださい。そして、私を通して素晴らしいことをさせて下さい。


