
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
（２月 8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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　１月１８日から私は新しくできた子どもたちと一緒
のファミリーになりました。教会に来るようになり、
孫だけでなくたくさんの子どもたちと接するようにな
りましたが、初めは正直『え～、何をすれば良いのか
分からない…』と戸惑いと不安な気持ちになりました。
ファミリー活動の日は子どもたちと食事をし礼拝をす
るのですが、今まで子どもたちの礼拝に参加したこと
がほとんどなく、参加しても子どもたちをただ眺めて
いるような立場だったのに、いきなり自分が教える側
になったのですから、大変だな、苦手だなという気持
ちがでてきました。また、子どもたち同士が喧嘩になっ
たときや怪我をしたときなど、任されたことに対して
のプレッシャーを感じました。しかし、当日子どもた
ちと接していく中で「まず自分自身が子どもたちと一
緒に楽しめばいいんだ」と気付かされました。終えて
みると、初めてのことばかりでしたが充実した時間を
過ごせたように思います。子どもたちが真剣にメッセー
ジを聞く姿にも感動を覚えました。メッセージで『子
どもたちをわたしのところに来させなさい。止めては
いけません。神の国は、このような者たちのものです。』
と語られたように、自分自身も子どものようになり、
楽しみながら自分にしかできないことをしていきたい
です。こうしてこれからも置かれた場所で咲いていき
ます。

エゼ４章～10章  水 7金9

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　通読箇所はエゼキエルに入っていますが、哀歌の
内容について書いていきます。哀歌の著者エレミヤ
は，エルサレムが包囲され、焼失し、荒廃に帰して
しまったことを、魂が張り裂けんばかりの深い悲哀
をもって歌っています。ユダヤ人にとっては、エル
サレム崩壊は単なる首都の滅亡ということでは済ま
されない事柄でした。エルサレムは神がご自身の御
住いを置かれた聖なる都だからです。それが敵の手
に陥り、滅ぼされたということは、神が民の中に臨
在されなくなったということなのです。ですから神
が民を見捨て、民との契約を破棄されたということ
になります。これが哀歌の嘆きの本質になっている
のです。哀歌は神への祈りの書ともいえます。ユダ
ヤ人は、今日でも、アブの月（現在の 7― 8 月）の
9 日には、神殿の滅亡を悲しみ、断食をして本書を
朗読しています。哀歌は悲しみの歌となっています
が、単なる嘆きの歌ではなく、民に、罪を悔い改め
させ、神に立ち返ることを求めた歌なのです。まさ
に「神のみこころに添った悲しみは，悔いのない、
救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみ
は死をもたらします」（Ⅱコリ 7：10）という御言
葉を思い出す内容になっています。次週よりエゼキ
エルのことを書いていきます。

通読のツボ
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（要約者：澤口　明子）

「種蒔き！！」

　　心の中の悪いデータの古いアルバム
　　を整理しましょう
　私たちはよく人のことを決めつけてみて
しまいます。人間の記憶は良いことがあっ
ても悪いことを連想してしまいます。悪い
データしか残ってないからです。悪魔は悪
い方へ考えるように囁きかけます。皆さん
は写真を撮る時いい顔をしていますか。変
な顔に写っていたら消去すると思います。
その悪いデータの古いアルバムを整理しな
ければありません。社長は社長の顔、ヤン
キーはヤンキー、政治家は政治家の顔。だ
んだんそのようになっていきます。いつも
考えていることが顔にでてくるからです。
あなたの顔が自分を宣伝しているといえま
す。少しのことでも怒ってしまう人と笑っ
ている人この差はなんでしょうか。
　良い種があっても過去の悪い記憶で根付
かなくなってしまいます。よい地によい種
を蒔けば刈り取ることができます。）現代で
はスーパーに行けば簡単に良いものが手に
入ります。この結果、私達は種蒔きの意味
を忘れてしまいました。（創世記１：１１－
１２、２８－３０）神様は植物には種をつ
くりましたが、人間は自己中心のために、
種のない種類を作ってしまいました。科学
肥料で育て、土地は痩せ、虫が来なくなり
ました。これによって食物連鎖を壊しまし
た。私達人間も、実を結べなくなりました。
よい思い出がなくなったからです。イエス
様はこの悪い心（地）を癒すために十字架
にかかられました。それなのに簡単に忘れ
てしまいます。創世記のエサウとヤコブの
争いのように、一時の感情で、長子の権利
を渡してしったことから今に続き、イスラ
ムの過激派集団を生み出しています。悪の
種を蒔き続ければ、次の子孫へと受け継ぐ
ことになります。悪い種ではなく、あきら
めず、良い種を蒔きたいと願い続けましょ
う。

　　
　　良い種と良い地とは？

　道ばた＝人に踏みつけられている。この
世の価値観がある心です。古いアルバムが
あればあるほど固い道です。岩地＝試練に
あうと諦めてしまう心です。伝道者の書１
１：１，４には無駄なようなことでも何か
目的があるなら意味がある書かれています。
あなたには、生まれてきた意味があるので
すから。

　　種を蒔き続ける。不安をとる

　人生の種蒔きをやめてはいけません。歴
史上、名を残した人々もあきらめず、やり
続けました。私はどうせできない。などと
思わないでください。不安は神様の前での
あきらめです。やるべきことをやり抜き、
明日の心配はやめましょう。

　　優先順位を判断する
　
　ある総理大臣は、毎日曜日は教会へ、い
きました。それが大統領就任の条件でした。
一国の大統領ともなれば多忙を極めること
になります。その中で、心が干やがって固
い地になってしまわないようにするためで
した。礼拝は過ぎる一週間の労苦をおいて、
潤った心で新しい一週間を迎えるためのも
のです。” ハレルヤダ！” とは、賛美でき
ない時に体で賛美して、魂を従わせる言葉
です。ですから、いつでも神様を賛美し、
感謝できるのです。自分の人生を間違った
目的に使わないでください。怒るためでは
なく、正しく人を導けるためによい地にな
りましょう。そして、礼拝で聞いたことを、
まずは交わりを通して実践しましょう。人
生の十分の一を種蒔きに使えば必ず神様は
祝福してくださいます。

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 8日（日）は献堂２周年記念礼拝です。昼食は
　持ち寄りパーティーにしたいと思います。ご協力
　をお願いいたします。
・2月 15 日（日）は滝元開師をお迎えし特別礼拝と
　なります。お祈りして備えていきましょう。


