
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
（1月 18 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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新しい年を迎え，あっという間に新学期が始まりました。２
学期と３学期の始業式の日には，毎度のことながら登校して
きた児童の姿を見て，よく私を信じてまた私の教室に登校し
てきてくれた，と愛おしさが込み上げます。さて，今年の私
のテーマは「向上心」。今年は公私共に環境も変わり，新たな
大きな仕事に挑戦する年になりそうです。勇気をもって，難
局に当たっていきたいと思います。そして，私にとって永遠
のテーマは「個を大切にする」ことへの挑戦です。私のクラ
スには，特別な支援を要する児童が多くいます。その一人ひ
とりにきちんとアセスメントを行い，環境を整えたり指導方
法を工夫したりすることで，本人はもとより，副次的な効果
として，クラス集団の質の高まりを感じるようになりました。
例えば，不安の強いA君のために一日のスケジュールをいつ
も掲示するようにしたら，全員の子がそのスケジュールと時
計を見て，自ら行動できるようになったりするなど，個を大
切にすることで，結果的に全体を高めることができました。
発達障害の一人の児童の存在が教育を変えてくれたのです。
神様の愛とは，一人を大切にし，一人に注目し，一人に注ぎ
込む愛であり，それは教育界で言いかえると，特別支援教育
だと思います。今年度預かった子との時間も残り三カ月とな
りました。三か月で何ができるか考え，一人一人をかけがえ
のない存在として愛していきます。『その一匹がいなくなった
ら，九十九匹を野原に残しておいて，いなくなった一匹を見
つけるまで捜し歩かないであろうか。』（マルコ 8-36）

エレ40章～46章 　水43金45

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今週は 40 章～ 46 章になります。ここではエルサレム
陥落後のエレミヤの活動について書かれています。まず
は 40 章～ 43 章がエルサレム陥落後のユダの状況に焦点
が当てられて書かれています。そして 43 章 8 節～ 44 章
ではエジプトにおけるエレミヤの活動に焦点が当てられ
ています。神はエジプトに連行されたエレミヤに、大き
な石を取り、エジプトの宮殿の入口に隠すよう命じられ
た。それはバビロン王が統治するための王座を表し、バ
ビロンがエジプトを支配することを象徴していました。
結果としてバビロン軍はエジプト軍を打ち破り、神殿を
も焼き払い、エジプトの神々を滅ぼしていきます。45 章
はバルクに関する啓示について書かれています。この部
分は時間的には 36 章の後に続いている箇所です。しかし
内容が書記バルクへの啓示であるところから、エレミヤ
の伝記部分が終ったこの箇所に置かれました。書記バル
クが書物を書いた頃に神はバルクについての御心をエレ
ミヤに示されたことについて書かれています。バルクは、
エレミヤの命令によって神殿で巻物を読んで後、迫害を
受け、嘆きの言葉を発していました。それに対し神は言
われています。「ユダをさばくのは神ご自身であるから、
自らの名誉を求めずに使命を果さねばならない。神が共
にいてバルクの命を助けて下さるからである」と。人そ
れぞれ、使命が与えられていています。それを受け止め
て果たしていく。今の私たちも同じように神様から与え
れている使命があります。それを果たしていきましょう。
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（要約者：西嵜　芳栄）

「シナリオ」

　シナリオを読んで劇をしたことはありますか。私
たちはありのままの姿を演じていますが、どうして
上手に毎回同じ姿を演じられるんでしょうか。それ
はシナリオを演じているからです。自ら出作り上げ
たシナリオ（価値観）に沿って生きていて、そのシ
ナリオに沿って生きられないと腹が立ちます。しか
しイエス様に出逢った日から、神様はあなたに新し
い役を与えました。幸せになる人生という役です。
ところが私たちは未だに不幸になる人生だと信じて
いるのです。「塞翁が馬」は非常に有名な話です。
不幸が起きればいいことが起き、幸せが起きれば今
度は不幸がやってくるというすごくネガティブな考
え方です。しかし、聖書で神様が最初に言ったこと
は「今を楽しみなさい」ということです。何かをひっ
くり返したような感じで真直ぐ物事を見ない、こう
いう肉の考え方を捨てて生きなければその古い肉が
あなたを滅ぼすと書かれています。聖書に出てくる
マリアにはシナリオがありました。彼女なりの生き
方で、普通の女性として普通の男性と結婚し、普通
に生きて行こうと思っていたのです。ところが神様
はその普通の生き方を止めさせて、あなたの役は御
子を産むという役だと新しいシナリオを与えまし
た。その時、彼女は自分の今までのシナリオをガラっ
と置いて、新しい生き方に変えたのです。

　　①恐れを捨て去る　罪と肉
 
　私たちは何か問題が起きた時、不安や恐れという
概念がきます。ヨブは非常に豊かな人でした。そし
て神様の前に正しい人でした。ところが彼にはいつ
も家族のことで不安があったのです。ヨブは子ども
たち、家畜、財産、全部失いました。残されたヨブ
は途方に暮れました。「私の最も恐れたものが、私
を襲い、私のおびえたものが、私の身にふりかかっ
た（ヨブ3：25）」と書かれています。
恐れているとその通りになります。人は恐れるので
はなく、どうよくするかを考えるのが大切です。過
去の自分が犯した罪に苛まれる必要はありません。
イエス様の十字架の奇跡は、あなたの過去のすべて
の罪を赦すのです。
あなたを傷つける過去に言われたすべての否定的な
言葉も消えるのです。「見よ。わたしは新しいこと
をする。今もうそれが起ころうとしている。（イザ
ヤ 43：19）」「誰でもキリストのうちにあるなら、
その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ
去って、見よ、すべてが新しくなりました（コリン
トⅡ5：17）」新しくなったと書いてあるのです。
だから信じて行いましょう。

　　②自分で作ったシナリオを捨てる　
　　　書き換えもだめ

　シナリオを渡された時、変えてしまう人がいます。
神様の方法はいつも 1 つです。ベストだからです。
その右でも左でも中央でもない、ベストな道を歩ん
でいくために流されてはいけません。作り変えても

いけません。幸せになるシナリオは神様が作るので
す。

　　③益にする力！！

　幸せな役の中にも当然、波があります。話や音楽
に抑揚があるように、人生には必ず抑揚があります。
信じ、負けたり逃げたりしなければ、全部益になる
のです。「もしまだ見ていないものを望んでいるの
なら、私たちは、忍耐をもって熱心に待ちます。御
霊も同じようにして、弱い私たちを助けてください
ます。（ローマ 8：25、26）」弱い（実を結べない）
私たちが神様によって移され、実を結べるようにな
るという奇跡なのです。昔の役を演じていては実は
残りませんが、新しい役に移ったら実が実るように
なるのです。だから生き方を変えて演じてみましょ
う。「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従っ
て召された人々のためには、神がすべてのことを働
かせて益としてくださることを、私たちは知ってい
ます。なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる
人々を、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定めら
れたからです。（ローマ8：28、29）」間違えたって
直せばいいのです。シナリオ通りやっていこうとし
ている人は益となります。イエス様と同じ姿だから
私たちも必ず出来るのです。「召した人をさらに義
と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えに
なりました。（ローマ8：30）」あなたは義と認められ、
去年の失敗は全部流れ今輝いています。栄光が与え
られたからです。シナリオをちゃんと手に持って覚
えていれば、どこへ行ってもうまくいきます。ダビ
デが言っています。「主の教えを喜びとし、昼も夜
もそのおしえを口ずさむ。その人は水路のそばに植
わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は
枯れない。その人は何をしても栄える（詩篇1：2、3）」
何をやってもうまく人とは、守ろうとするからです。
神様は、頑張ろうとする姿を見ます。諦めず戦う姿
を見て、転びそうになるとグッと起こし、あなたが
自分で立てるように育ててくれるのです。

まとめ

　過去の古い役を背負ったままでなく、神様が与え
てくれた幸せになる役を演じましょう。諦めず、今
年決めた抱負を口づさんで、自分の中でその役をも
う一度確認をしてみましょう。やろうと決断するの
はあなたです。本当に守ろうとすると、神様はあな
たを作り変えてくれるのです。自らの為でなく、今
まで多くの人があなたに継承してきた夢を形にして
いきましょう。

　過去の古い役を背負ったままでなく、神様が与え
てくれた幸せになる役を演じましょう。諦めず、今
年決めた抱負を口づさんで、自分の中でその役をも
う一度確認をしてみましょう。やろうと決断するの
はあなたです。本当に守ろうとすると、神様はあな
たを作り変えてくれるのです。自らの為でなく、今
まで多くの人があなたに継承してきた夢を形にして
いきましょう。

連絡事項
・本日の午後は教会の大掃除をします。
　みなさまで教会を綺麗にしましょう！
・2月 2日（月）～ 7日（土）は韓国サミル教会
　より短期宣教チームが来ます。導きと働きの
　ためにお祈りしていきましょう。


