
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
（5月 3 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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　私が初めてゴスペルクワイヤーに参加したのは、2010 年
に開催された関西フランクリン・グラハムフェスティバル
という宣教大会でした。当時の私はクリスチャンではあり
ましたが非常に渇いていました。そんな時にこの大会のク
ワイヤー募集を知り参加を決めたのでした。練習でも本番
でも賛美をおささげしていく中でどんどんと渇きが癒され
解放され喜びが溢れていく体験をしました。この体験から
私もゴスペルを通して神様のことを伝えたいという思いが
湧き上がるようになりました。やがて当時私が通っていた
教会でも念願のゴスペルチームが結成されいよいよこれか
らだ！という時に突然思いもよらない試練がやってきまし
た。それはゴスペルはもちろん私の人生そのものが根底か
らひっくり返るようなものでした。それでもしばらくは必
死に教会生活を送り、必死に頑張りました。けれど、ある
時とうとう心の糸が切れてしまい教会にも通うことができ
なくなってしまいました。それからの私は「死にたい！」
と泣き叫んでは暴れて…まるで獣のようでした。自分の人
生は終わったと思っていました。そんな中不思議な形で導
かれたのがここリバーサイドチャーチでした。その時のあ
たたかい出会いは今でも決して忘れることはできません。
先生や教会の家族の言葉では言い表せない深い愛を通して
私はもう一度神様に向くことができました。その中で自分
こそが本当に罪人だということがわかり、クリスチャンで
はあったけれどずっと的外れで誤った価値観に生きていた
ことがわかりました。当時と比べると本当に癒しと回復が
与えられ元気になったことが自分でもはっきりとわかりま
す。また、神様はリバーサイドでゴスペルの道を再び開い
て下さいました。このどん底の体験がなければ知ることが
できなかった神様の愛と赦し、恵み、癒し、神様の家族の
素晴らしさ…ゴスペルを通してお伝えしていきたいです。

ヨナ１章～ミカ３章  水４金２

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　オバデヤ書について書いていきます。この書は旧約聖書の中で最
も短い預言書になっています。本書の著者とされるオバデヤについ
ては、冒頭に記されている名前以外に詳しいことは知られていませ
ん。オバデヤとは「主のしもべ」という意味です。オバデヤが生存
し活躍した時代はエルサレムにおける何らかの決定的な惨事と度重
なるエドムの侵入に関連しています。イサクの妻リベカが身ごもっ
た時，彼女に主が告げられた言葉は，「2つの国があなたの胎内にあり，
2つの国民があなたから分かれ出る。1つの国民は他の国民より強く、
兄が弟に仕える」（創 25：23）でした。これらの創世記に見られる
2 人に関する預言は彼らの生涯の中で実現しましたが、それは彼ら
の子孫においても有効だったことが聖書において記されています。
オバデヤの活躍した時代には、創世記の預言が成就するというより
むしろ、エドムによってイスラエルが抑圧されるという現実が目の
前にありました。しかし預言者オバデヤは更に遠く将来を見て，主
の日の到来と神の民の勝利の預言をしています。神の霊がオバデヤ
に臨んで示されたのは、最初にヤコブとエサウに関してなされた預
言が彼らの子孫においても必ず成就するということでありました。
この書を霊的にとらえる時、エサウ及びエドム人は肉的存在をたと
えるものであるのに対して、ヤコブとイスラエル人は霊的なシンボ
ルであり、神のご計画においては，肉的な者には何の希望も将来も
ないことを教えている内容になっています。これは今の私たちにとっ
ても大事なことを伝えています。肉的とは古い生き方であり、古い
価値観です。それに対して霊的に歩むとは新しい価値観の中に進む
ことを意味しています。このことを踏まえてオバデヤ書を味わい、
御霊によって歩んでいきましょう。
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（要約者：澤口　明子）

「新しい契約に生きる」

　　クリスチャンの霊的ガス欠状態
クリスチャンになっておこる現象として最初の
３年くらいは、何もかもが新しく、喜びでいっ
ぱいなのですが、３～５年くらいたってくると
だんだん息切れがしてくることがあります。聖
書を読まなけれければならない。奉仕をしなけ
ればならない。献金をささげなければならない。
喜んで神様のためになんでもできなくなってく
ることがあります。霊的ガス欠状態です。（ル
カ２２：１４～２０）

　　古い契約と新しい契約
旧約聖書に書かれています。「見よ。その日が
来る。－主の御告げ－その日、わたしは、イス
ラエルの家とユダの家とに、新しい契約を結ぶ」
（エレミヤ３１：３１）この御言葉を見ると分
かるように、旧約の時代に新しい契約が既に計
画されていたことが分かります。それは神の憐
みでは創られた約束ではなく、新しい約束は神
様の計画によるものです。イエス様は私たちの
ために十字架にかけられて、実際に肉が裂かれ
て血が流されました。それによって私たちは救
われました。このイエス様の十字架が新しい契
約です。古い契約は石の板に書き記れましたが、
新しい契約は心に書き記されました。それに
よって、人から教えらえてなくても神様との個
人的なつながりがあるからわかるようになり、
この新しい契約を通して神様は罪の完全な赦し
をもたらしたのです。
　しかし、イエス様を信じ罪の完全な赦しを受
け取ったにも関わらず、私たちは古い契約に生
きてしまいます。古い契約と新しい契約は根本
的に実行の仕方が違います。それを、自転車と
自動車に例えてみましょう。自転車は自分でこ
いで、前にすすませ、曲がるときは体を横にか
たむけたりして曲がります。また、自動車はア
クセルを踏んで動かし、ブレーキで、止まりま
す。もし、自動車を自転車のようにこいで動か
そうとしたらエンジンは壊れてしまうでしょ
う。自転車と自動車は全く違い、自動車を自転
車のやり方で動かすことはできません。この例
えで聞くとわかりやすいのですが、私たちクリ
スチャンはこれと同じようなことをしてしまい
ます。新約聖書に書かれていることを、古い契
約のやり方で、やろうとしてしまうのです。新
しい契約を古い契約のやり方でやろうとても、

うまくいきません。新約聖書に敵を愛しなさい
と書いてあります。イエス様に言われたから私
たちは愛しにくい人でも愛さなければならな
い、そのような気持ちで「愛します。愛します。」
と言い続けても出来る筈がありません。ほかの
ことも同様です。「～しなければならない。」か
ら行うというのは、新しい契約を古い契約の生
き方でやろうとしていることなのです。
　「 神は私たちに、新しい契約に仕える者とな
る資格を下さいました。文字に仕える者ではな
く、御霊に仕える者です。文字は殺し、御霊は
生かすからです。」（Ⅱコリント3:6）
　まさにこの御言葉のいうとおりです。新しい
契約、イエスキリストによる契約は人を生かし
ます。御霊はわたしたちを生かします。パウロ
は言っています。「あなたがたはどこまで道理
がわからないのですか。御霊で始まったあなた
がたが、いま肉によって完成されるというので
すか。」（ガラテア 3：3）クリスチャンルール、
教会の決まり、牧師の目、人との比較する心、
に縛られている。そんなものを守ろうとして守
れず疲れてしまいます。イエス様が十字架で死
んでくださって、解放してくださったのです。

まとめ

新しい契約は御霊の声に従うことです。イエ
ス様を信じて、心が変えられて、新しくなって、
聖霊様がすんでくださっているので聖霊様に
従うのです。心が聖霊様で満たされると自発
的になります。古い契約で生きていたら。何
か失敗したら自己嫌悪におちいりますが。新
しい契約で生きていると聖霊様が原動力なの
で、自分の力でやろうとしなくていいのです。
新しい契約を実行するためにはイエス様を信
じ、聖霊様に満たされることです。私たちの
罪のために身代わりとなって十字架にかかっ
てくださり、罪が赦されました。それと同時に、
生まれ変わった新しい人生を歩めるように復
活してくださいました。このことを覚え古い
自分の価値観をすて、聖霊様に満たされ新し
い契約の中を歩んでいきましょう。
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しい契約で生きていると聖霊様が原動力なの
で、自分の力でやろうとしなくていいのです。
新しい契約を実行するためにはイエス様を信
じ、聖霊様に満たされることです。私たちの
罪のために身代わりとなって十字架にかかっ
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い契約の中を歩んでいきましょう。


