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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
（3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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　先日，教え子から手紙をもらいました。手紙には，こう書
いてありました。『先生，ついに私も成人の日を迎えました。
無事，成人の日を迎えられたのは，先生のおかげです。』・・・
彼女は発達障害があり，特有の育てにくさから実の母親によ
る虐待を受け，児童養護施設から通っていました。彼女が中
３の時に出会い，担任になりました。いつも何かをにらんで
いるような，それでいて寂しそうな，すごい目をしていて，
自分の思うようにいかないと椅子を振り上げて投げたり友達
の顔をこぶしで殴ったり，そうかと思うとリストカットをし
たりするような子でした。それもそのはずです。一番信頼で
きるはずの母親から死ぬ一歩手前までの暴力を受けたのです
から。ある日，彼女が友達を殴ろうとした瞬間，私がその振
り上げた手をつかみ，殴らせないように制止しました。すると，
彼女は手をつかまれたことで母親からの虐待がフラッシュ
バックされ，パニックを起こしました。毎日が闘いでした。
何とか立ち直らせようと，毎日手紙を書きました。『あなたの
ことが大好きで，あなたのことが大切です。明日もがんばろ
うね。』彼女からは，『先生の言うことは信じられない。私が
好きなんて，うそばっかり。』と返事が来ました。それでも一
年間繰り返し手紙を書き続けました。彼女は，そのことを覚
えていてくれたのです。そして，その手紙のおかげで今の自
分がある，とも・・・。涙が手紙の上にこぼれました。神様
からのプレゼントとも思えました。
 時を同じくして，川崎市で中学校男子生徒の痛ましい事件が
発生しました。今こそ，クリスチャンが立ち上がる時。今の
私にできることは，かかわる子どもに対して，多くの中の一
人ではなく，そこにいる一人を大切にすること。そして，寂
しい思い，辛い思いをしている子どもの心の叫びを聞き逃さ
ないようにし，彼らの人生に寄り添っていきます。『主は羊飼
いのように，その群れを飼い，御腕に子羊を引き寄せ，ふと
ころに抱き，乳を飲ませる羊を優しく導く。』（イザヤ書 40-11）

エゼ32章～38章  水 35金37

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今回は 37 章に書かれている「干からびた骨の谷」とい
う幻について解説します。この箇所はエゼ 11 章の後、途
絶えていた幻による預言が記されています。1 - 10 節で幻
が描写され、11 - 14 節でその意味が説明されています。
まず 1、2 節に出てくる谷間という言葉には定冠詞がつい
ています。これはいつもエゼキエルが主との交わりを持っ
ていた場所が谷間であり、そこで幻を見たのでした。そ
こには多くの干からびた骨がありました。これは、11 節
からわかるように、イスラエルを指しています。人々は
どのような事態になっても、エルサレムに神殿がある限
り望みがあると考えていましたが今やその神殿もネブカ
デネザルの手によって破壊されてしまいました。もはや
イスラエルは干からびた骨のようだと感じていました。
そしてここで「息」（5、6、8、9、10）と訳された言葉
はへブル語で「ルーアハ」が使われています。この言葉
は「息」「風」も訳される言葉です。エゼキエル書３７章
では息と霊の両方の意味が込められています。主がこの
ルーアハを吹き入れられると、骨が生き返えると言われ
ています。エゼキエルの預言によって肉体的な再生がな
されたが、そこにはいのちがありませんでした。それで
ルーアハがそこに入るよう預言してそのようになると、
人々は生き返えりました。これによって、預言の言葉と
共に主の御霊が働いて初めてイスラエルは再生すること
が強調されています。私たちの中にも御言葉と御霊の導
きの中を進んでいきましょう。

通読のツボ

TESTIMONYTESTIMONY
教え子から手紙をもらいました。手紙には，
ました。『先生，ついに私も成人の日を迎え
人の日を迎えられたのは，先生のおかげです

15：00~

15：00~

15：00~

6：00~

6：00~早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

19：30~

15：00~ 早天祈祷会6：00~
19：30~

19：30~

19：30~

6：00~ 6：00~

6：00~

16：00~

16：00~

15：00~

15：00~

15：00~

15：00~

高橋奈津江

淺野祐稀

小林奏太

大枝　裕

河島　稜

斉藤節子

上原滉貴

淺野恵子

平松由佳

近藤絵里加

根路銘愛

森岡隆行

岩崎　櫻

小島誓子

7

16：0000 ~
15：0000 ~

淺野祐稀
大枝　裕

6
6：0000 ~

5

根路銘愛
小島誓子

4
早天祈祷会6：0000 ~

19：3033 ~

3
15：0000 ~

淺野恵子

23/1

28

21

14

16：0000 ~

15：0000 ~

15：0000 ~

15：0000 ~

小林奏太

27

20
6

13
6：0000 ~

：0000 ~

6：0000 ~

高橋奈津江

26

19

12

森岡隆行

岩崎　櫻

25
早天祈祷会6：0000 ~

19：3033 ~

18

19：3033 ~
6：0000 ~

11
早天祈祷会6：0000 ~

19：3033 ~

近藤絵里加

24
15：0000 ~

17
15：0000 ~

10
15：0000 ~

平松由佳

23

16

9

上原滉貴

22

15

8

河島　稜

斉藤節子

14141313121211111010998

（要約者：平澤　瞳）

「本当の自分」

　　あなたの本音は本当のあなた？
　人前ではいい顔をして、隠れた場所では別人格。もしそんな
人の心の声（本音）が周りの人に聞こえてしまったら？・・・
その心の声は相手に大きな影響を与えるに違いありません。こ
の話を聞いて私には関係ないと思った人も自分の人生を振り返
るなかで、言われることは分かるけれど現実が伴わない状況に
なったとき、「とはいえ･･･」「でもね･･･」という言葉を心の中
で聞いたことはないでしょうか？その声の主は誰でしょう？あ
なたですか？それともほかの誰かでしょうか？
本当は分かっている心とそれを否定する心、その二つ心があな
たの内にあるならば、どちらが本当のあなたでしょうか？もし
惑わす心があるならば、本当の自分を見出すために偽りの声を
捨てなければいけません。

　　虚像でなく本当のあなたであるために

　もしあなたが本当の姿を見失っているならば、あなたが本音
と思って発する言葉で人を傷つけていくようになります。日本
には本音と建前という言葉がありますが、この時の本音とはど
ちらかというと悪い言葉、いざというときに出てはならない言
葉と捉えられます。そしてそんな言葉がふとしたことで出てし
まったとき、その言葉を受けて相手はあなたのことを「この人
本当はこう思っていたんだ。信じられない。」という決断して
しまうのです。しかし、これらの言葉をどちらが本当の自分な
のか、あなた自身が騙されていないでしょうか。本音と勘違い
している言葉はあなたの過去の知識によって作られた虚像のあ
なたであって本当のあなたではないのです。
私たちをとりまくこの世界は戦争や迫害などの過酷な時代背景
によって、自分の中に正しい判断はあっても生きるために自分
を偽らなければいけない過去を通った人がたくさんいます。シ
ンドラーやマンデラ大統領のように正しく行動できた人もいま
すが、できなかった人もたくさんいたのです。しかしここで大
事なのは、私たちはどんなときも「正しくありたい」という思
いを持っているということです。目の前で起きたら実際に行動
できるかどうか分からないけれど、そうありたいと願うその心
が本物のあなたの姿なのです。神様は私たちを素晴らしく創造
され、良心を備えてくださいました。ですから本音は私たちの
なかで生きています。しかし劣等感など自分を卑下する思いに
よってできた偽りの本音が心を覆ってしまうと偽りの自分に
なってしまいます。私たちの内では常に本当の自分と偽りの自
分が戦っており、それが出てきたときにどれだけ制することが
できるかが大切なのです。
私たちの戦いは悪魔に対する戦いでなく自分自身に対する戦い
です。悪魔は自分自身と戦うときに誘惑するのを見張らなけれ
ばなりませんが、直接の敵ではありません。イエス様が荒野で
悪魔と対峙したときも、悪魔と戦い勝利されたのでなく、自分
の肉の欲と戦い勝利されたのです。このように私たちも本当の
自分を知り、勝利していかなければいけないのです。私たちは
人からの評価を気にするのでなく神様の目的に生きる生き方、
マンデラ大統領が言った「魂の管理者」として生きる必要があ
るのです。

　　１　本当の自分に戻るという願いをもつ
　
　ピリピ 4:6 に『何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝
をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を
神に知っていただきなさい。』とあります。私たちはまず願い
がないと願えません。願いがあってはじめてその願いを達成す
るために目的を果たそうと努力するようになります。例えば美
味しいパンケーキが食べたいと思った時、あなたはそれを願望
だけで終わらせるのでしょうか。それともそれに関する情報だ
けを収集して終わらせるのでしょうか。そうではなく一番美味
しいところを探して食べに行って終わせるのではないでしょう
か。そのようにまず願うところから始めましょう。そしてその
とき神様の前になにも思い煩わず願って行動し、過去の経験や

知識による偽りの価値観をもった自分に惑わされず、本当の自
分を取り戻しましょう。
またⅠヨハ 5:14-15 にあるように神様に願った願いは神様にす
でにかなえられたと信じましょう。あきらめた瞬間に願いは終
わります。そしてエペ 6:18 にあるように正しいことをさせま
いとし、誘惑する悪い声にだまされないよう心の目を覚まして
いましょう。

　　２　知識から知恵へと願う　
　　「～ならぬ様に」から「～したい」に

　私たちは「～ならないために」という願いをすることが多い
です。それは過去のことから得た知識によって願ってしまうこ
とで、これではうまくいきません。なぜならその人の知識でし
かこの事柄を見ようとしないからです。
あなたの願いがもしも「～ならぬ様に」であるならばそこから
脱し、「～したい」という夢を持ちましょう。神様は私たちに
志を与え、良い行いをも供えてくださると聖書にあります。誰
かのために「～したい」という思いを神様からいただきましょ
う。そこにもし、あなたに人前での心と実際の心と二つの心が
あるならば、ヤコブ 1:5-8 にあるように信じて願ったことに疑
いを持つという二心を取り去りましょう。

　　３　召しに生きる　（ⅡペテⅠ:5-10）
　
　神様はあなたに使命を与えました。あなたは人生を正しく生
きることができれば、困った人がいたときになにかしてあげた
いと思う心があること、間違っている問題に気づく心があるこ
とを知っています。あなたはそこに生きなければいけません。
Ⅱペテ 1:8 に『役に立たない者とか、実を結ばない者になるこ
とはありません』と書いてあります。私たちの劣等感は、「ど
うせ私は役に立たない、実を結べないなにをやってもうまくい
かない」と思わせますが、それは『あらゆる努力をして、信仰
には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、
忍耐には敬虔を、敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさ
い。』という部分が足りないからなのです。そしてそれを完成
させるには『熱心に、あなたがたの召されたことと選ばれたこ
ととを確かなものとしなさい』といわれています。そうすれば
私たちは召しのために生きようとします。そしてそれは絶対に
うまくいきます。神様を信じ１、２のポイントができるように
なると自分の存在意義が分かるようになり、努力から愛に至る
行動ができるようになり、すばらしいあなたになるのです。そ
の秘訣は召されたことと選ばれたことを信じなさいということ
です。神様が私たちを選んだのです。あなたでないといけない
のです。だから負けないで信じて生きましょう。

　まとめ

　多くの人が人から評価、特に否定的な評価を受けて育
ちました。そして私たちの多くが人のせいで生きていま
す。しかしそうなる全てを決断したのはあなたです。歴
史的な著名人、多くの先人たちは人からの評価に屈せず
自分の信念を生きました。あきらめず目の前の現状に流
されなかった人生を送った先人のようにあなたの目的に
生きましょう。そして何も思いわずらわず、私たちの願
いごとを神様に知っていただき、感謝をもって祈りをさ
さげ、あきらめず自分は変われると信じて神様の導きに
従いましょう。外れた道を歩んでいるならそこから帰り、
本当のあなたの道をまっすぐに歩む人生へとしましょ
う。
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