
主　日　礼　拝主　日　礼　拝
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
（11 月 2 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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　パイプオルガンの奏楽のご奉仕を与えられてから一
年余り経ちました。練習が十分でない中，それでも私
を遣って下さり，感謝しています。練習量にかかわらず，
弾いている時に自我が出るとミスタッチをしてしまい
ます。反対に神様だけを見つめて，神様に向かって弾
き歌うと，心に響く奏楽ができます。私は三歳の時に
ピアノを習い始めました。音楽が大好きで，ただただ
楽しんでピアノを弾いていた幼少期。音楽を志し，楽
しいだけではない音楽の厳しい世界を知った音楽大学
時代。そしてやっぱり音楽が好きで，教師となった今。
私の人生はいつも音楽と共にありました。音楽は素晴
らしい。音楽には，人を救う力があると思います。心
に迷いがある時，神様から離れそうになった時，賛美が，
奏楽のご奉仕が私を救ってくれました。そんな中，歌
いっぱいの堀川真理子先生のメッセージを聴き，賛美
の本当の意味と音楽の原点を知ることができました。
それとともに今まで自分が何のために音楽を志してい
たのかも。ほかでもなく，私は礼拝を捧げ，神様をほ
めたたえるために音楽を与えられ，音楽を学んだので
す。やっと気づけたという喜びで胸が熱くなりました。
そして与えられた使命に従い，最善を尽くすことを誓
います。私の指も手も私のものではなく，神様の栄光
を現わすためにあるのだから。『息のあるものはみな，
主をほめたたえよ。ハレルヤ。』（詩篇 150-6）

イザ28章～ 35章 水 31金 33

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
28 章から 33 章ではイスラエルの民の不信に対する災禍の宣告の
５説教が書かれています。冒頭「ああ」（28：1）という表現は、
この 5 つの宣告が神の審判を主内容としていることを示していま
す。まず 28 章の第 1 の説教は、北イスラエルの指導者たちに対
する審判としての災禍の宣告しています。「災いなるかな！」と
いう意味の〈ああ〉という嘆きで始まり、美しい詩的表現で、さ
ばかれなければならない歓楽的生活に溺れている当時の指導者た
ちを描いています。次に 29 章の第 2 の説教も、同じく〈ああ〉
という嘆きの言葉で始まり、反復さえ見られています。内容的に
は審判のメッセージであると理解できます。次に 30、31 章の第
3 の説教も、〈ああ〉という嘆きの言葉で始まり、冒頭には〈反
逆の子ら〉との呼びかけています。それ故、これも審判のメッセー
ジです。それは、最終的な信頼を主権者である神以外のものに置
くような神の民に対する審判の預言であり、警告のメッセージで
す。次に32章の第4の説教は、メシヤ預言であり、希望のメッセー
ジです。神は厳しく神に反逆する者をさばかれ、ある場合には滅
ぼされますが神は「残りの者」を残し、救いの恵みの希望を与え
て下さいます。神を神としなかった反逆の罪を悔いて神に帰り、
メシヤによって備えられた永遠の生命にあずかる輝かしい救いの
道へ入ってほしいと預言しておられるのです。　最後の説教 33
章の第 5 の説教の中心テーマは、イスラエルの民に対する審判と
しての災禍の後にもたらされる回復の預言です。神の審判を厳粛
に受け止めつつ、神への信頼という信仰の本質に基礎付けられた
希望です。この第 5 の説教は、5 つの説教の終りとして神の愛と
義が記されています。
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「本当の姿」
　
　 あなたの「本当の自分」とは？
　エバンゲリオンとはイエス・キリストの犠牲による祝福の言
葉です。それを選ばなくてはいけません。私たちの心の中には
悪い言葉と良い言葉がいつも聞こえてきます。そのどちらを選
ぶか、その決断を決定的にさせるものが価値観です。3 回にわ
たってこのペテロの記事（ルカ 5：2～ 8）から学んでいます。
ペテロというのはこの劣等感の塊です。その日暮らしの漁師で
大変な生活です。人々からも見下され、ガリラヤ湖のほとりで
生活をしていました。ガリラヤ湖は岩場と荒れ地で大変な所で
す。彼らの頼りは自分の腕、自分の知恵、今までの経験、自分
の価値観が全てです。ガリラヤ湖の魚は淡水魚ですから夜寝て
いる魚を狙い撃ちする訳です。だから「夜通しとった」（ルカ
5：5）と書いてあります。ところが 1 匹も来ない。そこでイ
エス様が現れました。確かにいい話をする…とは言え自分たち
は何十年もそれで生きている訳だから自分の価値観のほうが優
先です。だから「先生、私たちは、夜通し働きましたが、何一
つとれませんでした。」と言葉が出ました。「でもおことばどお
り、網をおろしてみましょう」（ルカ 5：5）この言葉は、ペテ
ロがペテロになれた素直さだと思います。「そのとおりにする
と」（ルカ5：6）というのが大切です。
　　偽りの姿から脱出
　信仰の父といわれるアブラハムでさえも神様を信じて真実を
語るのでなく、恐れから嘘をついてしまったことがあります。
アブラハムは妻サラがあまりに美しい故に夫である自分の命が
とられることを恐れて、エジプトとゲラルの王に妹だと嘘をつ
いてしまいました。（創 12 章、20 章）しかしながら、アブラ
ハムにはいつも神様が共におられたため、アブラハムは殺され
ることはありませんでした。そんな彼に対して創21：22-24に
あるとおり、ゲラルの王は真実を尽くして欲しいと語り、アブ
ラハムはそのことを誓います。
　ここでアブラハムにはいつも神様が共におられたとあります
が、私たちにも同じように神様は共にいてくださっています。
ですから、私たちも真実を尽くさなければいけません。それは
私たちが偽りの姿のままでいてはいけないということです。今
まで約束を果たさない、自分が悪くても謝らない、自分を守る
ために嘘をついて相手を傷つける･･･そのようなことをしてき
てはいないでしょうか。また、あなたが教会に来ている時とそ
れ以外の時の姿が違うということはないでしょうか。もし違う
なら、その偽りの部分を捨てなければいけません。
　とかく人が嘘をつく時は不安と恐れがあります。アブラハム
も自分が傷つきたくない、悪い処遇に遭わせられたくないとい
う思いから、神様が共におられるにもかかわらず嘘をついてし
まいました。しかしこの嘘が後に子イサクにも受け継がれて、
彼も同じような場面で同じように嘘をついてしまいます。この
ように、あなたがやったことは後に受け継がれてしまいます。
では、それはあなた自身が悪いのでしょうか。そうではなく、
悪い癖、悪い習慣などから偽りの姿がずっとあなたの家系に
転々と受け継がれてきたことが原因です。なぜなら私たちは親
の姿を見て育ち、見聞きしたことしかできないからです。だか
らといって、偽りの姿のままで親子代々人を傷つけていいはず
がありません。ですから今日、あなたの偽りの姿を捨てなけれ
ばいけないのです。
　１　失敗を祝福に　だから繰り返すな！　
　　　自己中心に注意
　あなたはどれくらい失敗をしてきたでしょうか。そしてその
失敗を何度繰り返してきたでしょうか。聖書に出てくる人たち
が失敗するように、私たちも失敗はしてしまいます。重要なの
は、その後どうするかです。失敗を誰かのせいにしたり、劣等
感に生きたりすることなく、失敗したその癖や行為を悔いて改
めることです。間違ったことに対してはごめんなさいをする、
つまり悪かったことに気付く必要があります。そしてこの失敗
はあなた自身の人格が悪いのでなく、その行為自体が悪かった
と認めていかなければいけません。大切なのは間違ったときに
元（神様が造られた姿）に戻ること。いつの時代も同じ神様が
共におられることを信じましょう。また、神様が共におられる

からといって自分勝手に生きるのではなく、真実に生きましょ
う。
　　２　神と共に！！
　あなたが神様を知るまでの生き方は、過去を後悔し、人を
傷つけ傷つけられて終わりだったのではないでしょうか。しか
し今は神様が共におられます。それにより過去の出来事、失敗
を悔い改めることができるようになりました。そうした時、当
時はどうにもならない問題だったものが、今は解決へと導かれ
ていることに気付きます。そしてこの先の解決への自信となり
ます。以前、過去のマイナスが大きければ大きいほど神様がプ
ラスに変えてくださるというメッセージがありましたが、神様
はマイナスな出来事を土台に解決へと導いてくださる方で、途
中であなたを捨てたりそのままで終わらせたりすることのない
お方です。大人であろうと子どもであろうと悲しいことが起こ
れば傷つきます。しかし、神様が必ずあなたの人生を変えてく
ださるのです。だからいつも共にいなければいけません。『私
はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、
私はゆるぐことがない。（詩 16：8）』大事なことは神様が共に
おられるならば、どんなことがあってもゆるがないということ
です！！
　　３　誓いを果たす！！　
　　　　偽りの自分に負けるな！！　
　過去の癖や価値観はあなたが生まれて 5 歳までに形成され、
15 歳くらいまでに構築、そこから実を結び始めます。このこ
とから 5歳までに経験したことがあなたの生き方になっている
ということがいえます。では大人の私たちはもう手遅れなので
しょうか。そんなことはありません。大人であっても神様によっ
てであれば変えられます。その方法は、まず過去の経験や価値
観が間違っていたと気付くことが必要です。そして間違った自
分を見つけ、本当の自分を神様にきいて見いだしていくのです。
教会は宗教をするところではなく、本当の神様に出会って、本
当の自分の姿を見つけ、愛されたことを知り、間違った自分の
価値観を元に戻すところです。今までの間違った姿はあなたの
いる環境によって造られたものです。特に日本の教育は一人ひ
とり違う子どもを皆同じように育てようとします。そこに問題
があります。しかし、だからといってそのことを責める必要は
ありません。そのような状況でも神様があなたを造られた姿は
素晴らしかったのです。ですから、ただ元に戻ればいいのです。
そのために、価値観が変わった瞬間、傷ついた過去を書き出し
てみましょう。その時の感情や決心したことを神様に告白し、
もしそのことによって神様が造られた本当の自分をマイナスに
変えてしまっていたなら、神様にごめんなさいをして元の姿に
戻りましょう。そんな自分はダメだと思うのでなく、そんな偽
りの姿を今日捨てると決心しましょう。私たちは長い間、間違っ
た用い方をされ続けました。それにより自分が素晴らしく造ら
れたことや本来の目的を忘れ、間違った用い方が本当の自分だ
と信じるようになりました。しかし私たちはいのちをかけて変
えてくださったイエス様を覚え、偽りに騙されることなく、本
物に目を留めていきましょう。周りの声に影響されず、また自
己中心からでなく、神様からいただいた素晴らしい姿に戻り、
役割を果たしていきましょう。

そして真実の人へ
私たちもアブラハムが誓ったように、この地にあっても人との
間にあっても真実を尽くさなければいけません。その時に覚え
ておくことは失敗してもいいということ、そして大事なことは
失敗した後、ちゃんと正しい元の場所に戻るということです。
私たちの罪は神様に赦されました。だから私たちも赦さなけれ
ばいけません。人はその罪によって痛みや弱さが分かるように
なり、人に愛を流すことができるようになります。ですから、
イエス様が歩まれたように私たちも神様の前に誓いを果たし、
真実な人となりましょう。
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真実な人となりましょう。

連絡事項
・11月 9日（日）はキッズブレッシングを
　予定しております。子どもたちが企画して
　います。是非、お祈りください。
・11月 9日（日）フリーマーケットも同時開催
　します。みんなで楽しみましょう。


