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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 31 日）

今後の予定今後の予定-誕生者の方、おめでとうございます。新しい1年も祝福されますようにお祈り致します-
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　「少ししかまかない者は、少ししか刈り取ら
ず、豊かにまく者は、豊かに刈り取ることに
なる。各自は、惜しむ心からでなく、また、
しいられてでもなく、自ら心で決めたとおり
にすべきである。神は、喜んで施す人を愛し
て下さるのである。
（コリント人への第２の手紙　９章６、７節）」

　私にとって献金は、クリスチャンのすばら
しい特権です。私の救われる前の生活は、む
だなお金、時間を費やしていました。神様は、
そんな私を清い生活へ導いて下さいました。
私は、什一献金が大好きです。イエス・キリ
ストに救われたクリスチャンが一人残らず什
一献金の祝福にあずかる者となるようにお祈
りします。

箴言16章～ 22章

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今日は 16 章の言葉を取り上げたいと思いま
す。最初の言葉は特に有名ですが、主の主権の
強調という主題にって書かれています。1 節で
は，人は色々と計画を立てるが，それがどのよ
うな結果になるかは主が決定されることである
という意味です。２節では人は自分は正しいと
自認しがちであるが，正しいかどうかを判断さ
れるのは主であるということを伝えています。
３節は人間は自分の計画に固執しようとする
が，むしろ主に信頼して主にゆだねることを伝
えています。なので私たちは主が最善の道を備
えて下さると信じていきましょう。〈ゆだねよ〉
というヘブル語はは「転がす，転がし去る」と
いう意味の言葉の命令形です。従って，主にゆ
だねるとは，心の重荷を主に転嫁するというこ
とであり、ソロモンはこれを命令しています。
私たちの主は我々の重荷を負えない方ではあり
ません。むしろ十字架によって重荷、罪を背負っ
て下さった方であることに感謝して箴言を読み
進めていきましょう。
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　　　繁栄の祝福を得るため
あなたは神様から繁栄の祝福を得ていますか・・・もし今、あな
たが世の中の法則で生きているなら、その祝福を得ることはでき
ないでしょう。なぜなら、世の中の法則は私たちに本音を出させ
ずうまく生きる術（知識）を得させ、私たちに高ぶりや執着、頑
なさを生み、素直に神様の前に出ることをできなくさせるからで
す。今日は先週に引き続き祝福のメッセージです。私たちが悪い
ものでなく良いものを継承し、受くるより与えることを幸いとす
るためにはどのようにしたら良いのでしょうか。
私たちは『なぜあなたは、兄弟の目の中のちりに目をつけるが、
自分の目の中の梁には気がつかないのですか（マタ7：3）』と言わ
れるように自らのことはよく見えない生き物です。しかしイエス
様はそんな私たちのために十字架にかかられました。このことは、
私たちが日々の中で誤った道を歩んでしまったときに罪に気付き
戻ろうとする力となります。そして私たちがなぜそのような行動
をしたのかを自分自身で祈り探ること、また隣人のためにとりな
すことをする必要を示されます。あなたは神様からどのように受
け、どのように購われましたか。もしそのまま生きていたら、今
はどのようになっていたでしょうか。そのことを思い起こし神様
に本当に感謝できているか確認しましょう。神様はあなたが受け
た傷を完全に癒されます。確かに癒されるまでは開きたくないと
ころを開くので痛みを伴います。しかしこれは信仰の訓練であり、
これをとおして私たちは健康に歩めるようになります。その上に
神様は祝福を与えてくださるのです。私たちが今持っているもの
はすべて神様から与えられたものです。それなのにあなたは自分
のものというのでしょうか。繁栄の祝福は感謝から生まれます。
ですから私たちは神様がどのようにしてくださったのかを思い、
その愛をあなたから隣人に流し、愛の連鎖していく必要があるの
です。

　　なぜ人は執着してしまうのか

しかし、私たちは与えるより受けることばかりを考えてしまうこ
とがあります。それはどうしてでしょうか。またそうなるとどの
ようなことが起こるのでしょうか。
Ⅰサム 15 章でサウル王は神様から勝利を与えられましたが、その
時の戦利品は全て聖絶しなければならないと言われます。しかし
サウル王は執着の故に聖絶することを惜しみ神様の言葉を守るこ
とができませんでした。そしてこのことでサウル王は王座から退
けられてしまいます。このことからも執着は神様からの祝福を退
けてしまうものとわかります。しかし人はなぜ執着してしまうの
でしょうか。それは原罪によって人が骨折って糧を得なければな
らなくなったところに遡ります。私たちが命を使って糧を得ると
いうことが命に執着することとなり、物やお金に執着することに
なってしまったのです。
あなたは誰かに何かをするとき惜しむ心はないでしょうか。もし
あるならば、あなたが持っているものは全てあなたが自らで得た
ものかどうか考えてみましょう。それらは全て神様が与えてくだ
さったものではないでしょうか。しかし、もしあなたが執着して
自ら生きようとするならば、ヘブル 6：3-6 にあるように、イエス
様をもう一度十字架にかけることと同じになってしまいます。神
様からの賜物（タラント）は本人が努力したのでなく、神様が無
償で与えてくださったギフトです。蒔く種をも神様は与えてくだ
さると聖書にあるとおりです。それが分かっていれば私たちはそ
の与えられたものを自分のものとせず惜しまず隣人に与えられる
はずです。そしてそれをすることで神様は絶対に祝福を与えてく
ださいます。いつまでも自分勝手に与えられることばかりを思わ
ず、自分の周りで困っている人にどう分け与えるかを考えましょ
う。

　　１　繁栄と祝福に目的を　
　　損して得（恵み）とれ　執着があればムリ
エビで鯛を釣るという言葉がありますが、あなたはそのエビさえ
も惜しみ、えさをつけずに釣れないと文句を言っていないでしょ

うか？神様は蒔く種をただで与えてくださったうえに、そのうち
の十分の九は自分のために使ってよい、しかしその十分の一だけ
はいのちのために使うようにと言われます。私たちがそれを守る
なら神様は祝福を与えてくださるのです。それならば実行しなけ
ればもったいないと思いませんか。何のためにするのか、どこに
種を蒔くのかを考え、正しく管理しながら、種を蒔いていきましょ
う。

　　２　ばら撒け　潤せ

種を蒔くには犠牲が伴うことがあります。一か八かという場面に
出くわすことがあります。しかしそこで信仰を持って歩んだら必
ずうまくいきます。しっかり管理することは大切ですが、執着し
て自分のものとしていないか確認しながら、あなたの周りにばら
撒き、潤していきましょう。神様はあなたが執着を捨て、あなた
自身の欲に打ち勝ち、神様を大事にされるかをみておられます。
そして今あるものをしっかり管理できるようになれば次のものを
任せてくださるようになります。ですから欲によって自分を滅ぼ
さないように、2レプタを惜しまず感謝して捧げた女のように、神
様に捧げ、周りに流していきましょう。

　　３　対処からの脱出　
　　　　その場しのぎは無意味

病気になったらすぐ薬を飲む人がいます。もちろんなかには治癒
に薬が不可欠なこともありますが、私たちにはストレスを取った
り食事を改善したりするなどすることにより、薬に頼らず自らで
治癒する能力が備わっています。では、神様が与えてくださる癒
しとはどういうものでしょうか。それは対処療法でなく究極的な
癒しです。それによって人生が変わる癒しです。私たちがそれを
得るには聖書の一部から神様のことばを解釈するのでなく、最初
から最後までプロセスを大事にしていくことが必要です。それが
私たちの繁栄の源となります。神様によって根本から良くなるよ
うに、そしてあなたから溢れ流れる繁栄が人々を助けるようにな
るように願います。

　　

　

（要約者：平澤　瞳）

「繁栄は感謝の実」

イエス様の十字架の犠牲に応えよう

今日あなたがここにいるのはイエス・キリストの犠牲があった
からであり、教会のみんなが関わり祈るのは、イエス様にして
もらったことです。ですからあなたもあなたのために祈ってく
れたことに対し、感謝と思うならあなたの周りの困った人たち
に対して執着せず種蒔きをしていきましょう。神様は蒔く種を
あなたに用意してくださり、蒔くことで三十倍六十倍の祝福を
用意してくださっています。自らのために自らを滅ぼすことの
ないようにしましょう。そして、祝福を受けるなら祝福をする
者に、繁栄を受けるならあなたの持てるものをあなたの隣人に
命を懸けて与えていきましょう。執着する心を遠ざけて神様の
祝福を得て、来週はぜひ、皆が繁栄の祝福についての証を携え
て教会へ集いましょう。

今日あなたがここにいるのはイエス・キリストの犠牲があった
からであり、教会のみんなが関わり祈るのは、イエス様にして
もらったことです。ですからあなたもあなたのために祈ってく
れたことに対し、感謝と思うならあなたの周りの困った人たち
に対して執着せず種蒔きをしていきましょう。神様は蒔く種を
あなたに用意してくださり、蒔くことで三十倍六十倍の祝福を
用意してくださっています。自らのために自らを滅ぼすことの
ないようにしましょう。そして、祝福を受けるなら祝福をする
者に、繁栄を受けるならあなたの持てるものをあなたの隣人に
命を懸けて与えていきましょう。執着する心を遠ざけて神様の
祝福を得て、来週はぜひ、皆が繁栄の祝福についての証を携え
て教会へ集いましょう。


