
アドベントアドベント
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
（12 月 7 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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　リバーサイドチャーチに来るようになって 7カ月が
経ちました。私は 13年前のクリスマスに関東の教会で
洗礼を受けました。その数年後、父の病気で岡山へ帰っ
てきましたが、時間と共に神様の愛から離れてしまっ
ていました。色んな出来事があった中、神様はゆきちゃ
んを通して「立ち帰りなさい」と言われ、どんなに私
を愛してくださっているかを教えてくださいました。
今までの寂しさも痛みも全てご存じで、どんな時も共
にいてくださっていたことを知り、やっと心から癒さ
れたのを感じました。神様は、いつも色んな喜びを与
えてくださいます。自分だけでは挫けたり諦めそうに
なることも、希望と力を与えてくださいます。家族の
大切さを知り、その家族と一緒に教会に来れているな
んて夢のようです。幼少期から寂しかった私に、もう
ひとつ「教会の家族」まで与えてくださいました。私
の喜んでいる姿を見て、天のお父さんは喜んでくれて
いるかなと思うと嬉しくなります。これからも家族と
祈りあい、励まし合い、喜びながら、神様と共に進ん
で行きたいと思っています。自分勝手に生きていた私
を、帰ってきた放蕩息子のように喜び温かく迎えてく
ださった神様に心から感謝しています。
イザヤ 41：9「わたしはあなたを選んで、捨てなかった。」

イザ64章～エレ4章 　水1金3

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
いよいよイザヤ書が終わります。イザヤ書の最後は
イザヤの祈りと神の応答という形でまとめられてい
るところです。63 章後半～ 64 章がイザヤの祈りで
す。イザヤがどのような思いで民を見ていて、神の
言葉を伝え続けていたのかというところに注目して
いきたいと思います。15節の「どこにあるのでしょ
う」や「押えておられるのですか」との神への祈りは、
「民を顧みてなして下さった素晴らしいみわざを、
もう一度今の私たちにして下さらないのですか。ど
うかなさって下さい」「民を愛して下さったあなた
のかつての愛に満ちた御思いをなぜ押えておられる
のですか。どうか押えないで、今一度私たちにその
御思いをかけて下さい」と祈っています。このよう
にイスラエルのためのとりなしをしている姿を通し
て祈るものの姿を現していると感じます。またこの
祈りの応えて神からの応答が 65 章～ 66 章に書かれ
ています。神を真剣に求め信じるすべての民に対し
て永遠の希望を与えられる方であることが約束され
ています。私たちも多くの救われる人々のために祈
るものへとなっていきましょう。
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「インテグリティー」

　　インテグリティーとは？
　
　はっきりと日本語には訳せない単語なのですが完
全、一貫性、統合性という言葉があてはまります。
神様が私たちを「エクセレントグット」な存在とし
て創られました。しかし、実際の私たちは比較対照
の中で自分の立ち位置を決めていきます。そしてそ
の生き方を多くの人は正義と錯覚しています。とこ
ろが正義とは神様にあって人間にはないのです。つ
まり人による正義はインテグリティーではありませ
ん。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。聖
書は一番大切なものは愛だと言っています。ところ
が、私は正しいとなると、人を裁きます。イエス様
を信じたら伴う御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、
善意、誠実、柔和。この中に正義はありません。私
達は正義にばかり目を向けているとこれらの実を忘
れてしまうのです。それどころか正義を人に向けて
しまうのが私たちです。これもインテグリティーで
はありません。このようにして私たちの歩みは少し
ずつズレて行くのです。

　　　聖書は何と言っているのか？
【へブル人への手紙２：１－９】
「人間が何者だというので、これをみこころに留め
られるのでしょう。（６節）」
　ダビデが神様に祈った言葉。剣で国を納める方法
ではなく、神様を賛美して国を治める方法を選びま
した。だから彼は問題が起こるといつも神の前に祈
る人でした。
　「ですから、私たちは聞いたことを、ますますしっ
かり心に留めて、押し流されないようにしなければ
なりません。もし、御使いたちを通して語られたみ
ことばでさえ、堅く立てられて動くことがなく、す
べての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれ
ば、私たちがこんなにすばらしい救いをないがしろ
にしたばあい、どうしてのがれることができましょ
う。（１－３節）」　
　私達は流されないということをこの場所で学ばな
ければなりません。聖書はこうあるべきと示してい
ても私たちが人を見ている限り聖書の言葉を正しく
心に留めることができません。その結果、自分を見
ることができないのです。神様はあなたを選びまし
た。それは人と比較したり競争したりする為ではあ
りません。私達は一番を目指すためではなく、唯一
の存在であり続ける為に選ばれたのです。
「だから目的が大切。私とは何者だろうか？」何の
ためにあなたは生きて何のためにいまここにいるの
か。神様はあなたにそのアイデンティティーを回復
したいのです。そのアイデンティティーを失わせる
一番の力が自己中心です。
【詩編8編3～4】
「あなたの指のわざである天を見、あなたが整えら
れた月や星を見ますのに、人とは、何者なのでしょ

う。あなたがこれを心に留められるとは。人の子と
は、何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられる
とは。」
　何者かがわからなくなった人間は自己中心に生き
るのです。だから聖書は言っています。誰でも思い
上がってはなりません自らの分を超えて生きてはな
らないと。それは、豊かになるなと言っているので
はないのです。自らのことをしっかり理解して自ら
の目的のために生きなさいと言っているのです。

　　何に対してインテグレティーで
　  あるべきか
　神様は天地万物を造り、それを完璧に動かしてい
ます。あなたもです。そしてあなたに願われていま
す。神が完全であったようにあなた方も完全であり
なさいと。神様が言う完全とは何でしょう？一つだ
けです。「愛をもって目的のために生きなさい。」そ
れだけです。そのことに完全でありなさいとあなた
に伝えているのです。失敗しても良いのです。私達
は失敗します。やりたいことができません。だから、
人の正義ではなく神の正義で生きることが大切なの
です。この地での与えられた時の中で何を残すかで
す。神様はあなたに生きる目的を果たすことを求め
ています。
「あなたが目的を見出し喜んで果たしていくために」
イエスキリストは十字架に架かり、死から復活され
ました。あなたのためにすべてを捧げたのです。あ
なたが背覆っている痛みと問題を私が引き受けるか
ら残されたあなたに与えられている時間を喜んで生
きろと言ったのです。人生の目的を見出し生きろ！
と。社会は生きる目的を奪います。人と比較し、負
けたら無価値。私たちの目はいつも価値があるかな
いかしかわからなくなりました。損か得か。しかし、
無価値なものは何一つありません。イエス様は、あ
たなをオンリーワンと思いあなたの罪や痛みをすべ
て背負って十字架に架かられたのです。覚えていて
ください。あなたのために死んだひとがいるといこ
とを。今日告白しましょう。「あなたにこの重荷を
ゆだねます。そして、私は今日から自らの目的を探
していきます。」そう生きてほしいのです。
　
　　あなたへの奇跡
　
　神様はあなたに奇跡を与えておられます。それは
あなたが変わるという奇跡です。
「きょう、もし御声を聞くならば、あなたがたの心
をかたくなにしてはならない。」（へブル４：７）
過去を振り返れば失敗だらけです。ですがやり直せ
ます。今は痛みも問題もあります。
しかしそれは問題のまま終わりません。神様はあな
たの人生を変えるのです。

連絡事項
・本日午後クリスマスの飾りつけをします。みんなで力を
　合わせてしたいと思います。よろしくお願いいたします。
・アドベントとは･･･
　11 月 30 日に一番近い日曜日から、クリスマス前の期間
　（４回の日曜日が含まれる期間）を「待降節」または
　「アドベント」といいます。アドベントという言葉の
　由来ですが、これは「到来」を意味するラテン語
　Adventus(＝アドべントゥス ) から来たもので、
　「キリストの到来」を表しています。　


