
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
（8月 16 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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淺野　恵子

　　公園伝道で子どもたちが教会に導かれてから５年、早いも
ので我が家の子どもたちも高校生と中学生になりました。ただ
ただ教会が好きで、楽しくて、毎週当たり前のように教会に来
ていた子どもたちも、成長にしたがって、部活動や塾、学校で
の試験や課題、また友達との付き合い等の理由から、いつも喜
んで教会に来ることが難しい時もありました。神様を一番に考
えられない選択をしてしまった時、教会の家族が真剣に話して
下さり、その時々にクリスチャンとして少しずつ成長できたよ
うな気がします。
　さて、先日の礼拝で「教会に来ていてよかったことは何です
か？」と聞かれ、稜が「夢が見つかったこと」とはっきり答え
た時、本当に衝撃が走りました。私自身、「教師になる夢はも
うかなったし、ほかに何があるんだろう・・・。」と自分の夢
について、考えあぐねていたからです。稜は私の甥っこで、こ
の世に生まれてきた、その日からずっと成長の姿を見てきまし
た。幼い頃は喘息がひどく、病気がちで、何度入院を繰り返し
たか分かりません。大きな手術をしたこともありました。そし
て、幼い命が消えかけたことも・・・。育てるのに手がかかっ
たせいか、わがままな面があり、いつも気だるそうだった、そ
の稜がクリスチャンになり、変わりました。自転車に乗って自
分で礼拝や夕拝に来るようになったこと、自分の周りの友達に
対して、思いやりのある態度で接することができるようになっ
たこと、そして何よりも自分の夢を持てるようになったこ
と・・・。子どもたちは私が色々言わなくてもみんな様々な経
験をし、いつの間にか成長させていただけていることに感謝の
気持ちでいっぱいです。私も子どもたちに負けず、自分の生き
る目的を見つけることができますようにとお祈りしました。
Ⅰコリント 9:24 ～ 27 競技場で走る人たちは、みな走っても、
賞を受けるのはただひとりだ、ということを知っているでしょ
う。ですから、あなたがたも、賞を受けられるように走りなさ
い。また闘技をする者は、あらゆることについて自制します。
彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽
ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝
点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つ
ような拳闘もしてはいません。私は自分のからだを打ちたたい
て従わせます。それは、私がほかの人に宣べ伝えておきながら、
自分自身が失格者になるようなことのないためです。
私も自分の生きる目的がようやく分かりました。石井十次先生
は、孤児院の子どもたちを救うために音楽隊を作りました。私
もリバーサイドチャーチで管弦楽団を作り、音楽の力で人々に
元気や希望を与えていきたいです。

ルカ22～ヨハネ4章  水 1金3

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　ヨハネの福音書は完成したのは福音書の中で一番遅
く、AD100年～125年の頃であると推測されています。
それは書かれていたパピルス（当時の紙のようなもの）
の種類から推測しています。ヨハネの福音書はパピル
ス 52 と呼ばれているものに書かれていました。これ
はエジプトで作られ広がっていきました。その年代に
ついては AD100 年以降に出回っているものとして多
くの人が表明しています。そして AD70 年にはエルサ
レムが陥落しているため、クリスチャンが各地に散ら
されている中で書かれたものとなります。ヨハネの黙
示録に出てくる７つの教会と合わせて考えてみるとエ
ペソで書かれたのではないかと言われています。また
このヨハネの福音書の目的は異邦人のクリスチャン向
けに書かれています。20：31で「しかし、これらのこ
とが書かれたのは、イエスが神の子キリストであるこ
とを、あなたがたが信じるため、また、あなたがたが
信じて、イエスの御名によっていのちを得るためであ
る」と書かれています。イエスの御名によっていのち
を得ることすなわち永遠のいのちを受けるものになる
ために書かれています。これはこれからクリスチャン
になる人も、すでに異邦人のクリスチャンとなった私
たちにも届けられていきました。私たちもまだイエス
様を知らない人に伝えていきたいと祈りつつ、福音書
を味わっていきましょう。
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「願いは夢の種！！」

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　　自分の想定したことでないことが
       起きたとき皆さんはどう対処しますか？
人生である日突然ある出来事が起きたとき、自分の想定
したことでないことが起きたとき皆さんはどう対処しま
すか？これがクリスチャンとして、教会に来ている方々
にとって一番大切な土台です。私たちの人生には日々
様々なことがおこります。しかし、その出来事を世の中
の人と同じように処理しては意味がないのです。あなた
がたはどう対応乗り越えていますか？

　　あなたの心はどうでしょうか？
私たちの体でさえ忠実に目的を果たそうとしていま
す。あなたの心はどうでしょうか？問題が起きたと
き、神様はあなたがどのような境遇でも満ち足りて
正しい決断ができ、人の価値観や思いではなく神様
の方法でそれをする道を決断させるために今日があ
るのです。私たちには様々な考え方や価値観があり
ます。しかし私達の人生の夢や目的はそんなもので
はありません。神様の計画はあなたが天の国に帰る
まで変わることがないのです。

　　 皆さんに夢はありますか？
この数ヶ月、夢、目的について語られています。し
かし、最近はこの問題として「夢がない」という問
題があるのです。皆さんに夢はありますか？具体的
にはどんな夢ですか？あなたの心もあなたの体を動
かさなければなりません。私たちは自らを制御でき
ていません。そうならないために、方法は唯一です。
志を立たせるということです。何をするのかが分
かっていれば、一つ一つの行動に意味を感じます。
ところが、意味を感じないのであれば夢が具体化さ
れていないということなのです。神様は我々に永遠
を継承するために我々を創られました。何をもって、
名前、夢をもって継承されていくのです。夢があな
たの決断を促すのです。

　　決断
＜ネヘミヤ 1 章＞神様は 6 年間蓄えて 7 年目は土
地を休ませなさい。と言われたのに彼らは種をまい
てむさぼった。彼らは神様に従わなかった。ペルシャ
に征服されたとき、捕囚であったネヘミヤは王の検
酌官であった。彼の願いは自分の故郷に帰ること。
願ったのです。願いのないところに夢の完成はあり
ません。神様は一人一人に計画を与えているのです。
ネヘミヤはやり遂げたのです。私たちも自分がどう
なりたいかの願いを持たなければなりません。願い
と現実とのギャップを感じなければなりません。感
じればできます。私たちは問題が起こるとすべてを
否定し諦めてしまいます。正しい態度を取らなくな
ります。相手がとった行動と同じ行動を取るように
なります。ネヘミヤは嫌々やったのではなかったの
です。優秀だったからできたのではなく、願いがあっ
たからできたのです。種を蒔けば必ずその実を刈り
取るのです。良い種とは願いです。願いは御言葉に
伴うのです。神様はあなたに志を立たせるのです。
だから私たちの心の中には願いが訪れるのです。だ

から、神様を信じる人は願いが回復されて行くので
す。大事なことは小さなことから願うことなのです。
そして、見張るのです。もう無理虫。諦め虫から見
張るのです。大事なのはお互いの虫を取ってあげる
ことです。だから教会があるのです。自己中虫は根っ
こから取ってしまいます。これらの虫を取り続けな
ければあなたの実は成らないのです。目的があるの
です。絶えず見極め見張っていないと荒れてしまう
のです。そして本来の働きができなくなるのです。
＜ピリピ２：１３＞成長させるのは神なのです。管
理するのはあなたです。どう管理するのかは感情的
なもの。コントロール（決断）できるかできないか
で判断してください。是非今日決断してください。
＜1 ヨハネ５：１４－１５＞神に願ったその事は、
すでにかなえられたと知るのです。

     ①疑うな！！
＜ヤコブ１：２－８＞『ただし、少しも疑わずに、
信じて願いなさい。疑う人は、風に吹かれて揺れ動
く、海の大波のようです。そういう人は、主から何
かをいただけると思ってはなりません。そういうの
は、二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を
欠いた人です。』問題は待てないこと。忍耐。知恵
をくださいと願いましょう。

　　②堅く立つ
＜イザヤ２６：２－７＞『志の堅固な者を、あなた
は全き平安のうちに守られます。その人があなたに
信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。
ヤハ、主は、とこしえの岩だから。』堅固にするの
はあなたです。諦めなければ平らになります。

　　③志を一つにする
＜フィリピ２：２－４＞『私の喜びが満たされるよ
うに、あなたがたは一致を保ち、同じ愛の心を持ち、
心を合わせ、志を一つにしてください。 何事でも自
己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互
いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい。 自分
のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。』
あなたの夢を一人でかなえることはできません。あ
なたの夢を大事な人に話してください。大事なこと
は、自分のことだけではなく他の人を顧みる。

あなたの夢を具体的に書いてみてください。
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