
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 25 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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　先日、公園に遊びに行ったときのことです。楽しく
遊びに行ったと思った息子が頭を抱えて泣きながら
やってきました。「どうしたの？」と聞くと「頭打った…」
という返事。以前、高い所から落ちて頭を打った時の
ことを思い出して、また…という思いになりました。「大
丈夫？」と言ったらいいのに、「何しててそんなことに
なるん？」と怒っている自分がいました。
そのとき、頭の中をよぎったのは、怪我をした私を怒
る母の姿でした。以前言われていたように、本当に悪
いものを引き継ぐものなんだなあ、と実感しました。
子どもに謝りたい気持ちと、まだまだ断ち切れていな
いものがあることを思わされました。親からもらった
よいことは大切にしながら、悪いことを完全に断ち切
ることは容易なことではないけれど、神様と一緒にひ
とつひとつ解決していこうとあらためて思いました。
ヨハネ 3章 3節「イエスは答えて言われた。まことに、
まことに、あなたに告げます。人は、新しく生まれな
ければ、神の国を見ることはできません。」
　古く悪いものを捨て去り、日々新しくしてくださる
神様に感謝します。気がつけば神様から離れてしまっ
ている私…反省ばかりの毎日ですが、神の国を見れる
ように、日々の祈りを大事にしていこうと思います。

エレ47章～哀１章  水 50金52

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今週はエレミヤ記が最後になります。46 章～ 51
章はイスラエル以外の近隣諸国に対する預言が書か
れています。46：1 の「諸国の民」には，エジプト
（46 章）、ペリシテ人（47 章）、モアブ（48 章）、ア
モン人（49 章 1-6）、エドム（49:7-22）、ダマスコ
（49:23-27）、ケダルとハツォル（49:28-33）、エラ
ム（49:34-39）、バビロン（50-51 章）となっています。
最後の 52 章はⅡ列 24:18-25:30 とほぼ同じ内容に
なっています。この言葉が最後に加えられている理
由としては、エレミヤが繰り返し預言したエルサレ
ム滅亡が文字通り成就したことを読者に確認させる
ためであろうと言われています。全世界の神である
方は列強国を用いて神の歴史が繋がるようにされて
いきました。エレミヤ書を通じて感じることは神様
の言葉に聞き従う道を歩んでいくことと目先に捕ら
われている人の道の違いを感じます。神様の永遠の
計画の全容は知ることはできませんが、今何をする
べきなのかははっきりと示されていました。点に見
えることも続けていくと線になっています。この道
が天へ続く道になっていきましょう。
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（要約者：平澤　瞳）

「自由」

     IQとSQの違い

　IQ（知能指数）はよく聞く言葉ですが、SQ とは
何でしょうか。SQとは精神的な知能＝霊的価値観、
霊的成長を指します。IQ は先天的能力で、考え方
や記憶力の問題といえます。ですから IQ は大変な
努力がないとなかなかあげることができません。そ
れに対し SQ は神とのかかわりの中で成長していく
ことが可能なものといえます。現在は科学や医学が
発達したおかげで、30～40年前に比べ寿命が30％、
IQは 10伸びたといわれます。しかし、ある博士は
このような世の中を「人類は科学、医学が全てを解
決してくれると勘違いし、神をまた信じる心を排除
してしまった」と警告しています。

　　自由を取り違えていませんか
　
　情報化社会の中で育った多くの日本人は、知識に
よって物事を判断するようになりました。しかし聖
書に『知識は人を高ぶらせ（Ⅰコリ 8：1）』とある
ように、たくさんの知識を得すぎた私たちは「こう
でなければならない」というルールをつくり、それ
にあてはまらないものを不正解または失敗と決めつ
けてきてしまいました。このことで私たちは自分自
身を縛り、自由がないように感じてしまいます。し
かし実際は法律でも私たちを束縛するようなことは
ありません。また最近では、自由＝責任を取らなく
ても良いというような誤った意味合いで使われるこ
とも増えてきました。このような間違った価値観は、
現代の日本病と呼べるでしょう。

　　IQとSQのバランスをとるには
 
　IQ と SQ をバランスよく保ち、統合的に物事を
考えるにはどうしたらよいのでしょうか。
自分のために生きること（＝IQ）も相手のために
生きること（＝SQ）もどちらも大事です。なぜな
ら聖書に『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽く
して、あなたの神である主を愛せよ。』『あなたの隣
人をあなた自身のように愛せよ』とあるからです。
大事なのはバランスです。人間は IQ に基づいて
SQで関わらなければいけないのです。

　 霊、たましい、からだがそろっていますか？

　私たちは霊、たましい、からだの３つの構造でで
きています。しかし現代、私たちの周りには肉体と
心（感情）だけで生きている人がたくさんいます。
また、感情さえもなくなり肉体主導のみで生きてい
る人たちも増えています。特に若者に増えてきてい
るこの状態、これはもはや社会現象になっています。
そのような人たちは相手がどう考えているのかは関
係ありません。ですから自己中心な生き方に歩んで
しまっています。それに対し、今なお、人々の心を
捉える音楽を生み出した歴代の作曲家はどのように

その時代を生きたのでしょうか。当時の人々は今と
比べ IQ も低く、また寿命も短く、現代のようにパ
ソコンで情報を調べるという技術もありませんでし
た。しかし彼らは人の心に訴え、その情景が浮かぶ
作品を生み出してきました。特に人々が神様をあが
め心を開くために作られた作品は多くの人たちに賞
賛されてきたのです。また、ダビデは神様に言いま
した。「私のたましいを生き返らせてください」と。
彼は自分が霊、たましい、肉の構造であることを良
く理解していたのです。だからこそ彼は感情に左右
されず神の声に聞き従い生きることができたので
す。現代に生きる私たちもこの霊、たましい、から
だをもって自己中心な生き方から脱しなければいけ
ません。

　　言い訳から知恵へ！！heart

　人が言い訳するきっかけは「疑い」から始まりま
す。私たちが正しいことをしようとするとき、もし
知識だけで生きていたらどうなるでしょうか。その
情報から疑いや自分の中で矛盾を生じさせ、正しい
ことができなくなってしまうのです。その結果そこ
から問題が生じますが、私たちの心は、自分が悪かっ
たところから責任転嫁、言い訳をするようになるの
です。しかし、Ⅰペテ 2：25 にあるように、私たち
は羊のようにさまよっていましたが、たましいの牧
者であり監督者である方のもとに帰ることができま
した。ですから私たちは心に疑いをもたず、その方
に学び自らがたましいの指揮官とならなければいけ
ません。私たちは知識だけで物事を判断することな
く、ましてや神様の言葉を疑ったり否定したりせず、
神様の与えてくださった良心によって物事を考えて
いく必要があります。そのために神様から知恵を求
めていきましょう。

まとめ

　本当の自由とは、自分である理由を探りそれを保つこ
とであり、そこには責任が伴います。神様はあなたがと
る行動に責任を取らせるために、あなたを自由にし、良
心を与え、判断力を与え、知恵をお与えになりました。
ですから私たちは知識ばかりに目を向けて生きるのでな
く、良心に従って素直に、いつも正しいこと、ベストな
ことを行わなければいけません。そこには神様の知恵が
必要です。祈りによって知恵を求めましょう。私たちは
自分勝手に物事を考えてしまう生き物ですが、そのよう
な時こそ祈る時間をもち、「私はこう考えますが、神様、
あなたはどうせよといわれますか？」と聴き、自分で正
しい答えを見出して理解し、行動していきましょう。あ
なたが自由となり、多くの人を助ける人生となりますよ
うに。
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必要です。祈りによって知恵を求めましょう。私たちは
自分勝手に物事を考えてしまう生き物ですが、そのよう
な時こそ祈る時間をもち、「私はこう考えますが、神様、
あなたはどうせよといわれますか？」と聴き、自分で正
しい答えを見出して理解し、行動していきましょう。あ
なたが自由となり、多くの人を助ける人生となりますよ
うに。

連絡事項
・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。
・2月 21 日（土）は新庄村にてかまくら de
　お餅を食べる企画があります。楽しい企画で
　す。たくさんの人に声かけをしていきましょ
　う。


