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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
（7月 5 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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メッセージで、自分のおかれた環境を理解することをいわれま
す。その中で、  私は看護師として置かれた環境にどう対応す
れば、御心なのかなあ。と日々考えさせられます。私はよく一
人暮らしの高齢者のところへ訪問しています。その多くが生活
保護を受けています。若い頃は一生懸命働いてきたけど、体を
壊し働けなくなってお金もなく、身内もなく、生活保護で、や
るしかないという状況です。本当に大変な状況ですが、その中
でみなさん必死で生きようとされています。その一人で、Oさ
んのことをお話したいです。私とOさんは 2年くらいのお付
き合いです。訪問開始当初は "お金とるんじゃないの？ "みた
いな疑いのまなこをこちらにむけていました。でも少しづつ信
頼関係ができてきました。病気のことだけでなく、別れてしまっ
た家族のこと、生活保護のお金では生活が厳しいことなど話し
てくれます。私も家族のこととか、色々話しています。ある時
「金もねえし、生きてても仕方ねえよ」と投げやりなことをい
いだしました。確かに今日食べるものもないし体はつらいし、
でも死んだらおしまい。何とかして励まさなきゃと思いました
が、なんといってよいかわかりませんでした。イエス様だった
ら励ませるのに。賛美しよう！そう思わされました。私は歌に
はコンプレックスがあります。だから声がでません。でも私に
は金銀財宝はないけれど賛美がある。と思って、歌いました。
そしたら、けっこう喜んでくれました。なので訪問する度にリ
クエストされるようになり、ある時にはお祈りまでしてしまい
ました。Oさんは私が訪問するのを楽しみにしてくれていたの
ですが、急に別のスタッフが訪問するようになり、寂しく思っ
ているとOさんは、澤さんの歌が聞きてえ、あの人はアーメ
ンだから。とほかのスタッフに言いだし、とぼけて電話してき
たり、病院まで来るようになってしましました。私が賛美歌を
歌っていることが知れ渡ってしまい、やばい！と思いましたが、
逆に神様のことが知らされたような気持になりました。そして
歌ってあげてといわれ、今はまた、Oさんのところに訪問でき
るようになりました。私は賛美しながら、祈っています。この
世の片隅にひっそり暮らしている人々を神様は見捨てない。そ
の神様の憐れみが一人一人に届くことを。私のできることは小
さなことですが、祈ってベストを尽くせば、神様がすごいこと
をしてくださる。そう思わされました。

マタイ24～マルコ2章  水 27金1

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　マタイの福音書がいよいよ終わります。
マタイ 24 章～ 25 章においては終末に関
する教えが書かれています。内容として
はエルサレムの滅亡や終末や人の子の到
来に備えた歩みが説明されています。メッ
セージの中で語られた「死に対する備え」
を覚えつつ読み進めていきましょう。２
６章以降は受難について書かれています。
最後の晩餐、ゲッセマネの祈り、不当な
判決を受け、十字架への道を歩んでいく
ことになります。十字架の死と復活の後、
私たちに大宣教命令を伝えて昇天されて
いきます。今週も十字架を見上げながら
通読していきましょう。
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「父の目線」

　　　今日は父の日です。
　本来、最初の聖書の時代には、子どもたちは父親を通して神様を学んで行った
のですが、今はそれが失われています。何故、感謝の念がなくなり尊敬が薄れた
のでしょうか。それは人が神様のことを見ることが出来なくなったからです。英
語というものは、I（私が）という使い方がとでも多く、会話をよく見ると非常
に客観的です。これはいつも何かの目線を感じているからです。日本人の会話は
短い言葉の中で悟って感じるようとします。これは素晴らしい能力ですが、日本
はそれだけ心で物事を感じ、相手が困っている姿・悩む姿を感じる国民なので、
相手のことはよく分かりますが、客観的に自分を見ることが出来なくなりました。
これが尊敬を失った理由です。だから私たちは、自らが見られているということ
を感じなければいけません。神様はあなたを創造し、母の胎にいる時からあなた
を形作り、目的を与え、どのように生きるか、そしてあなたに何をして欲しいか、
あなたにしか出来ない唯一の大切な責任を任せました。けれど、私たちはそれを
任命した人を認めていないのです。
　　「私のことばを心に留め、私の命令を守って、
　　　生きよ」（箴言4：1～8）
何故ダビデは、息子ソロモンにこのようなことが言えたのでしょうか。それはダ
ビデが言った「私はいつも、私の前に主を置いた」（詩篇16：8）これにつきます。
「【主】は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、
いこいの水のほとりに伴われます」（詩篇23：1、2）彼はいつも感じていたのです。
どう生きるべきか、どう歩むべきなのか、自分が感情的になった時・失敗した時
にどうしないといけないか。ダビデは偽善ではなく、絶えず自分の「生き様」を
わが子に見せたのです。子どもたちはあなたの姿を見ているのです。あなたの姿
が尊ばれれば、わが子は父を尊敬し、お父さんの様になりたいと思うのです。そ
れなら父は完璧でないといけないのかというとそんな話ではありません。車の免
許は運転の練習をしますが、父はある日突然父になります。それでも何故父親に
なれるかというと、それは自分にお父さんがいるからです。ところがそのお父さ
んもよく分からずあなたのお父さんになったのです。肉の父が突然、父親になり
自分の正しいと思う方法でわが子を育てるわけです。「自分の子がパンを下さい
と言うときに、だれが石を与えるでしょう。…あなたがたは、悪い者ではあっても、
自分の子どもには良い物を与えることを知っているのです。」（マタイ 7：9～
11）と書かれています。そして「あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ」（伝
道者12：1）に書かれているように、神様の存在を感じていなければいけません。
ある子どもたちが学校で「世界の 7 不思議は何だと思いますか？」と聞かれ、子
どもたちの大多数が世界の不思議に目が向く中、一人の少女だけ初めて自分に目
が向き、こう答えました。目が見えること、耳が聞こえること、手の感覚、味覚、
感情があること、覚えること、愛せること、これが不思議だと言ったそうです。
彼女のお父さんはクリスチャンでした。お父さんが毎朝、神様に感謝し祈ってい
る姿をこの少女は見ていたので、不思議だと感じられたのです。これが父の教え
です。子を守り、安全に導き、教育したりその環境を与えたり、行動でその子に
よいことをしてあげる事が父の役割だと思っている人が多いですがそうではあり
ません。父のすべきことは、神様と一緒に自らを生きることです。そして道を外
せば自らを戻し、その姿をわが子に見せることが父の責任です。悪かった時にご
めんなさいという姿をあなたが見せれば、教えなくても子どもは行います。だか
らこそ、お父さんには本当の父が必要なのです。あなたを愛し、あなたを正しい
道に導き、あなたの経験した価値観や人間的標準ではではなく導いてくれ知恵を
与えてくれる神様の存在を目の当たりにしないと子どもと関わることが出来ない
し、父の役割を果たす事は出来ないのです。神様はそのようにして私たちに道を
示されたのです。聖書にこうあります。「父がかわいがる子をしかるように、主
は愛する者をしかる」（箴言 3：12）年が増し加えられれば増し加えられるほど、
しかられることがなくなっていきます。けれど、私たちはいつも神様を感じます。
自分の発声した言葉、態度や行動、それは本当にふさわしいのか毎日考えます。
神様が作った本当の姿に戻るために、自らを見つめるために教会があるのです。
しかし、多くの人たちはそれを分かっていないので自らを見ることなく、人に指
差す人生を選んでしまうのです。
    　神様の前に歩むためにしなけらばならない
　　ことは、この御言葉です
　「恵みとまことを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の
板に書きしるせ。」（箴言 3：3）恵みとはしてもらったことです。自分が得られ
るものではありませんし、自分が作るものではないのです。確かに種は蒔きます
が、太陽が光り輝き大地が肥えて植物にエネルギーを与えるという中で奇跡と奇
跡が合わさって実が結ばれる、これが恵みです。自らを見つめることが出来なく
なり、自らの父を失い、目線が人間的な方向に向いていくと感謝することが出来
なくなります。自分よりもちょっといい人を見つけると比較をするのです。自ら
を見ていない人は、自分の汚れが何処に付いているかが分かりません。しみと汚
れがとれるように（エペソ 6：27）書かれています。しかし、私たちは人格に問
題があると思うので、人に指摘されると腹がたって認めることが出来ないのです。
神様があなたあなたの人格の素晴らしさを伝え、あなたの服についたすなわち魂
（知識・意思・感情）と肉体の間についた間違ったしみを指摘されるだけなのです。
だから、あなたのしようとすることを主に委ねて、自分の悟りに頼らずに、いつ
も神様を認めて神様ならどうするかということを感じなさいと言われているので
す。（箴言 3：5～ 12）最近はマニュアル化が多いですが、教えがあって、こう
すればうまくいくというような方法論はないのです。神様はあなたの個を尊ばれ
る方です。そしてその都度語られる神様からの知恵なのです。それを私たちがベ
ストを選ぶか、それともベストが分かっているのにセカンドを選んでしまうか、
それだけのことなのです。私たちは人に出会ったのなら関わるべきです。それが
「誰かのために役に立ちなさい」と神様が私たちに幼いころから教えたメッセー
ジです。「あなたがたがわたしを選んだのではありません。わたしがあなたがた
を選び、任命したのです。それは、あなたがたが行って身を結び、そのあなたが
たの実が残るためであり…」（ヨハネ15：16）と書いてあります。実を残す為には、
あなたが犠牲を払わなければ実は残らないのです。「受けるよりも与えるほうが
幸いである」（使徒 20：35）とあります。今あなたの人生に犠牲がある人は喜ん
でください。「悲しむ者は幸いです」（マタイ 5：4）とあります。何が幸いかと
言うと「その人は神を見るからです」（マタイ 5：8）アメリカ連邦会議会議員で
エリートの素晴らしいクリスチャン政治家であったジェームス・ローガンは、イ
エス様に出逢ってこんな風に言っています。1. 金銭に対する価値観が変わる。2.
追求すべき目標が変わる。3. 物事の見方が変わる。4. 性格が変わる。5. 人格が
備わる。自分が捨てられ、犯罪に手を染め、麻薬を売って生きてきたそんな彼が、
神様に出逢ったら変わったのです。そして議員にまでなってアメリカの法律を変
えたのです。神様を見るとこのように変わります。あなたの人格が変わるのと同
時にあなたの周りの人たちが変えられていくのです。それはあなたが塩のような
存在になるからです。水に入っても水がなくなれば塩に戻り、溶けて相手の様々
なものと融合しますが、塩であることは変わらないのです。クリスチャンという
のはこうでありなさいと神様は言われています。ところが、クリスチャンは塩は

塩でなければならないと頭で思い、融合することが出来なくなっています。相手
が間違っていると判断すると、相手に塩を蒔いてしまいます。塩を見てください。
ちょっとスープの中に入れたら、さっきまで何も味もなかったものに美味しさが
入ります。今まで何もよくなかった環境が、あなたが関わるとよくなるのです。
塩は立ちすぎると悪影響をもたらしますが、塩は良い状態であれば人々にとって
命の源となるのです。だから私たちはこの聖書の教えに基づいて自分の足で立ち、
自分で判断するようにならなければいけません。それは何の目的か理解する時か
ら始められるのです。
　　 ①父の従う姿
　父の従う姿で歩まなければなりません。従うのは大変です。「右の頬を打つよ
うな者には、左の頬も向けなさい。下着を取ろうとする者には、上着もやりなさい」
（マタイ5：39、40）「水1杯でも差し出すなら」（マタイ10：42）「、『はい。』は『はい。』、
『いいえ。』は『いいえ。』とだけ言いなさい」（マタイ5：37）「人のした悪を思わず」（Ⅰ
コリント 13：5）と書いてあります。行うのは大変です。しかし、その大変なこ
とを戦う姿が子どもたちに変化を与えるのです。男性だけでなく女性も、神様に
従おうとする姿を見せてください。あなたは証者になれと言われています。あな
たに関わる多くの人々に、言葉で人を変えようとしないでください。教えで人を
変えることは出来ないからです。「ことばや口先だけで愛することをせず、行な
いと真実をもって愛そう」（Ⅰヨハネ 3：18）と書いてあるように、行いと真実
で愛を貫かなければならないのです。本当はこうするべきだと分かっていること
を、他のものはさせないようにしてきます。愛に基礎を置いて、そして愛の深さ、
広さ、それを一面的にではなくていつも大きく感じなければいけません。（エペ
ソ 3：17～ 19）ですから、あなたは神様から語られた言葉に目を向け、出来事
が生じた時、戦わっていきましょう。神様はあなたに、目に見えてることではな
く裏側を教えようとしています。
　　②仕事を楽しむ～あなたの目的～
仕事とは何が仕事なのでしょうか。家庭でも仕事であり、寝る時も仕事であり、
教会に来るのも仕事であり、職場も仕事です。線引きはありません。優先順位も
ありません。何が優先なのかというと、ルールではないのです。あなたが優先し
なければならないことを、その時その時やらなければならないのです。だから優
先出来る用意をしなければいけません。仕事ということは仕えることであり、こ
れは全てのクリスチャンがやっていることです。お父さんだけが仕事をしている
訳ではありません。主婦も妻も、また子どもも、みんな仕事をしているのです。
是非お父さんは、仕事がなんたるかを子どもに伝え、家族に示してください。仕
事とは、あなたが与えられた環境の中で仕え、責任を果たすことです。給料の為
に仕事をするのではないのです。これを間違えると仕事は楽しくありません。あ
なたがその場所にいるのは、あなたがその場所に必要だからです。あなたが家庭
で夫になるのは、あなたがその場所を守り従えるためです。「…従えよ。全ての
生き物を支配せよ。」（創 1：26～ 30）あなたに神様が与えた仕事はこれです。
支配とは上からグッとすることではありません。支配とは配慮し、その人たちが
幸せになるように仕えるということです。「良い仕事」（ネヘミヤ 2：18）とは、
聖書の中でこの 1 か所しか出てきません。良い仕事とは、神の計画をしようとす
ることです。是非神の計画をしようとしてください。家庭で神の計画をするとは、
あなたに任せられた子どもがその目的に育つように、あなたが働くことです。良
い仕事を彼らにしてあげてください。彼らを抑制し、縛る為にいるのではなく、
仕えるためにいるのです。家庭にあっても職場にあっても是非、よい仕事をして
ください。
　　③家族の主に～尊敬される父～
　私たちは尊敬に値する姿を歩んでいかなければなりません。尊敬される父に
ならなければいけません。尊敬出来る人というのは、自らをちゃんと分かってい
る人です。間違ったことに気付けるのは、分かっているからです。間違ったこと
を示してくれる人、すなわち神の目線を感じてください。ある女の子が、お父さ
んが帰ってくるまでずっと玄関で待っていました。夜11時を回っていました。
お父さんが帰ってくると、すごく喜んで「お父さん、聞きたいことがあるの」と
言い、「お父さんの 1 時間（時給）っていくら？」と聞いたのです。疲れて帰っ
てきたお父さんは、わが子がお金のことを言ったので「お前には関係ない！なん
でそんなこと聞くんだ！」と言いました。すると女の子は「ちょっと聞きたくて…」
と悲しい顔をしました。お父さんは腹が立って、もう 11 時だから寝るように叩
いて寝床に追いやりました。それから 1 時間ほど経ち、ゆっくり過ごしていたお
父さんは気になって娘のところへ行きました。「起きてる？」と聞くと、少女は
泣いて返事をしました。お父さんは悪かったと思い、謝り自分の時給を 20 ドル
だと娘に教えました。娘が 10 ドルだけ欲しいというので渡すと、自分の小銭と
合わせて「これでお父さんの 1 時間買える？」と言ったそうです。これが子ども
の想いです。子どもがお父さんに何を求めているかを分かってあげないと、子ど
もはあなたを尊敬出来ません。本当の想いが分かってあげられないと、上から目
線で裁くだけになってしまいます。子どもだけでなく、あなたに関わる全ての人
に是非、神様の目で見てあげる人生を歩んでいきましょう。そうするとあなたは
必ず尊敬されます。あなたの言葉できっと人生を変える人たちが出てきます。あ
なたの愛を受けて、正しい道に戻れる人たちがあなたを通して起こされるのです。

まとめ
　イエス・キリストは死の為に生れ、「わたしに習いなさい」と言われています。
みなさんは死の備えが出来ていますか。「わたしはあなたに任せる」と言われ
たその命令を果たしていますか。今あなたの時が終わって、それでも後悔はあ
りませんか。あなたの人柄を一言で言うならば (　) です。あなたの人生の一番
の功績は (　) です。あなたが一番大切にしていた人生の思い出は (　) です。あ
なたの心残りは (　) です。あなたが一番、彼（彼女）らしく輝いていたのは (　) 
の時でした。あなたが残したもので一番価値あるものは (　　) です。あなたが
生きている私たちに残した大切なメッセージは (　　) です。あなたの人生を一
言で表わすとすれば (　　　) です。あなたの時がいつ来るかは分かりません。
あなたの準備は出来ていますか。私たちは死を悪いものだと考えているので、
考えないようにしますが、これは素晴らしいことです。あなたが人生での生涯
を走り終えて神様のところへ帰る最高の時です。その最後の時に、あなたはど
う結論を出すかが大切です。後悔なく、信仰の父として生き抜いて、最後の時
を迎えたい、沢山の方々にメッセージを残し、沢山の方々に生き様を残したい。
イエス・キリストの歴史を引き継いだのに、その歴史に自己中心という泥を塗っ
て終わらせたくない。それが私たちクリスチャンの願いではないでしょうか。
あなたの最高の歴史を次の人に継承していきましょう。自らを客観的に見るよ
う外から感じてみてください。あなたはどんな人ですか。自分に問いかけてみ
ましょう。日本の父親がいなくなった世の中で本当の父親の姿を取り戻してい
きましょう。敬され、慕われ、愛され、多くの人々によい影響を与えるよい仕
事をするお父さんとなっていきましょう。

　イエス・キリストは死の為に生れ、「わたしに習いなさい」と言われています。
みなさんは死の備えが出来ていますか。「わたしはあなたに任せる」と言われ
たその命令を果たしていますか。今あなたの時が終わって、それでも後悔はあ
りませんか。あなたの人柄を一言で言うならば (　) です。あなたの人生の一番
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あなたの準備は出来ていますか。私たちは死を悪いものだと考えているので、
考えないようにしますが、これは素晴らしいことです。あなたが人生での生涯
を走り終えて神様のところへ帰る最高の時です。その最後の時に、あなたはど
う結論を出すかが大切です。後悔なく、信仰の父として生き抜いて、最後の時
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きましょう。敬され、慕われ、愛され、多くの人々によい影響を与えるよい仕
事をするお父さんとなっていきましょう。
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