
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 30 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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中山　英子

　8月 13 日に肝臓がんの手術を受けました。
もしここで天国に帰っても我が人生悔いなし！
と思っていたのですが、もう少しこの世でする
ことがあると神様は考えておられるのか、無事
手術も終わり退院となりました。段々となにを
するのも大儀になり、身体が思うように動かな
いことに歯がゆさを感じるこの頃ですが、この
度の入院生活は、私にとって自分を見つめ、ま
た今まで関わった人達から教えられたことを思
い起こし反省、理解する時となりました。なに
よりもこの入院生活で私の心の支えとなったの
は、先生を初め教会の家族が祈ってくださった
ことです。本当に有難うございます。入院前に
小さな手を私にかざしてお祈りしてくれた子ど
もたちのことを思い出しながら、「絶対良くなっ
てこの子達のために何かをしないと意味がな
い」という思いをもって入院生活を送りました。
今、将来の夢のことを語られていますが、私も
夢みています。それはこの教会が大きくなって
何百年か後に世界遺産になって先生の顔がテレ
ビに映ったのを天国で教会のみんなと見ること
です。そのために日々祈り、皆様と家族と共に、
最期までしっかりと生きていきたいと思いま
す。

ヨハネ12~18章  水 15金 17

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　ヨハネの福音書にはイエスがご自分を「わたしは～です」
と語られている箇所が ７つあります。今回はその後半部分
④～⑦を紹介します。④「わたしは善い牧者で す（１０：１１、
１４）」神の民を羊に、その指導者を羊飼いにたとえること は、
すでに旧約聖書の中に例が見られています。その場合、しば
しば横暴な偽羊 飼いとまことの牧者とが対比されています
（Ⅰ列 22：17、エゼ 34 章、ゼカ 11 章な ど）ここでイエス
は偽りに満ちたユダヤ人の指導者たちに対して、自らをまこ
と の良き羊飼いとして示されています。盗人や強盗にすぎ
ない者と羊の牧者の姿が 印象的に描いています。⑤「わたしは
よみがえりであり、いのちです （１１：２５）」イエスには永
遠の命を与える力があることが、このラザロの復 活の奇蹟
を通して示されています。イエスと命との関係についてはヨ
ハネの福音 書の中で光とともに流れているテーマの１つで
す。（1：4）これは十字架にかか られる前の最後の奇蹟に関
する記事となっています。⑥「わたしは道であり、真 理であり、
いのちです（１４：６）」トマスの質問がきっかけとなって
イエスの 口から真理の教えが語られています。すでに羊の
門のたとえを通して語られた が、羊の門であるイエスこそ、
父のみもとへ至る道であり、イエス以外の道を 通っては父
のみもとへ行くことは出来ません。その意味で、イエスを見
た者は父 なる神を知る者となり、父を見た者となれるのです。
⑦「わたしはぶどうの木で す（１５：５）」イエスご自身がま
ことのぶどうの木として描かれ、このイエス に接ぎ木され
る時、我々はまことの神の民イスラエルとして回復されると
いうこ とが示されています。イエス様はご自身をどのよう
に表現しているのかを知りな がら読み進めていくと深く読
むことができると思います。 
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（要約者：行司　佳世）

「忘却」
  ~忘れてはいけないことを忘れるな！！解決のために！！～

詩篇106:6～27、103:1～5

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　エジプトした民やユダヤ人に神さまが語ったメッセージを
詩篇で誰がうたっているでしょう。ダビデですよね。どういう
ことでしょう。ダビデはなにか文献を調べて書いたのでしょう
か。詩篇は歌です。ダビデは忘れないために歌にして毎日うたっ
ていたのです。私たちは記憶を管理できます。忘れるのではな
くて、きちんと整理してなくすことができるのです。それをし
ないと自分の言いように記憶を書き換えてしまうのです。
　今回のメッセージタイトルは「忘却」副題は「忘れてはいけ
ないことを忘れるな！！解決のために！！」です。詩篇 106
篇で、
1 わがたましいよ。主をほめたたえよ。私のうちにあるすべて
のものよ。聖なる御名をほめたたえよ。
2 わがたましいよ。主をほめたたえよ。主の良くしてくださっ
たことを何一つ忘れるな。
3 主は、あなたのすべての咎を赦し、あなたのすべての病をい
やし、
4 あなたのいのちを穴から贖い、あなたに、恵みとあわれみと
の冠をかぶらせ、
5 あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さは、鷲
のように、新しくなる。

     ①思い起こす！！整理する！！
忘れてはいけないことを忘れないようにするポイントの１つ目
です。過去をきちんと整理しなければいけません。どうだった
のか、きちんと思い起こしましょう。イスラエルはどうして再
建できたのでしょう。それはイスラエルの民がこれを行ってい
たからです。そして今も続けています ( タルムード : 口伝律法
は問題がありますが )。大事なのは、このダビデがうたったこ
とです。ダビデは「主は荒野で私たちをどのように導かれたの
か」を思い起こせと言っています。ユダヤの人たちは、仮庵の
祭り、過越祭などの時、伝統的なことをきちんと行っています。
また、家族が一緒に食事をする時に伝承することをしっかり伝
えています。
モーセに導かれて出エジプトした民は、奴隷から解放されたに
もかかわらず文句ばかりでした。冬に寒いと言えば神さまは火
の柱を下さいました。肉が食べたいと言えば神さまはうずらを
ふらせてくれくださいました。それなのに「昔の奴隷時代の方
が良かった」と文句を言うのです。それは記憶置換です。良かっ
たことを忘れて目先の苦しみにばかり目を向けるからです。
ですから、思い起こして、記憶をきちんと整理しましょう。申
命記 9:6･7『知りなさい。あなたの神、主は、あなたが正しい
ということで、この良い地をあなたに与えて所有させられるの
ではない。あなたはうなじのこわい民であるからだ。あなたは
荒野で、どんなにあなたの神、主を怒らせたかを覚えていなさ
い。忘れてはならない。エジプトの地を出た日から、この所に
来るまで、あなたがたは主に逆らいどおしであった』とありま
す。過去を見て文句ばかり言うのではなくて、自分がなぜここ
にいるのか、誰のために存在しているのかキチンと整理してお
きましょう。
また、申命記 6:9～ 12 には『これをあなたの家の門柱と門に
書きしるしなさい。あなたの神、主が、あなたの先祖、アブラ
ハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あな
たが建てなかった、大きくて、すばらしい町々、あなたが満た
さなかった、すべての良い物が満ちた家々、あなたが掘らなかっ
た掘り井戸、あなたが植えなかったぶどう畑とオリーブ畑、こ
れらをあなたに与え、あなたが食べて、満ち足りるとき、あな
たは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出
された主を忘れないようにしなさい』とあります。今の自分は
過去に多くの人たちが犠牲を払って植えてくれた種が育ったも
のをタダで受けているのです。蒔いてもいない種の実を刈り
取っているのです。ですから、自分が今どれだけ幸せなのか、
多くの人の犠牲の上に生きているのか、思い起こし伝承してい
きましょう。

　　②解決者に！！車間距離でサグ渋滞回避
下り坂から上り坂にさしかかる所を「サグ」と呼ぶ。そのよう
な所では気付かないうちに速度低下してしまう車があり、後続
の車との車間距離が縮まることから、次々に後続の車がブレー
キを踏むことになり、渋滞が起こる。これをサグ渋滞と言いま
す。どうして渋滞になるのかというと「自己中心」です。適正
な距離の車間距離を取っていないからブレーキを踏まなければ
いけなくなるのです。しかし４０台に１台適正な車間距離を
取ってブレーキを踏まないようにしていれば渋滞は５０％回避
できるそうです。ですから私たちも、この４０台に１台のよう
な解決者でありましょう。出エジプトしたイスラエルの民は
モーセに不平不満ばかり言っていました。モーセは常にその文
句を解決に導いていました。私たちは常に自分を良い状態に保
たなければいけません。そしてなにか突発的なことが起こって
もそれに対処できるゆとりを持っておく必要があります。みん
なで誰かの悪口を言っている時、みんながやりたくないと反発
している時などに１人正しい意見を持った人がいればどうで
しょう？私たちがその１人にならなければいけません。決して
傍観者・同調者になってはいけません。相手の良き理解者になっ
て、その人の問題を解決してその人の存在意義を示してあげま
しょう。

　　③近視眼になるな！！
ヨシュアとカレブはカナンの地への先見隊員でした。他の隊員
はカナンの地のことを良く言いませんでしたが、この２人だけ
は周囲の意見に流されないで、カナンの地の素晴らしさを訴え
ました。今現在、目の前にある現状に目を向けてはいなかった
のです。私たちの目は、今しか見えなくなりがちです。でも神
さまは、先を見なさいと言われます。だから私たちは、神さま
がこれからしようとしていることを見なければいけません。夢
をもって、その夢を具体的にして、その夢を実現するために、
今自分の置かれている環境がどれだけ重要なのかをしっかり考
えましょう。神さまは、私たちが夢を実現できるようにあらゆ
る方法をとられます。目の前にある問題から目をそらしてほっ
たらかして夢の実現はあり得ません。だから、近視眼にならな
いで先を見て、今置かれている問題に対して正しく向き合って
いきましょう。Ⅱペテ1:3～ 10に『というのは、私たちをご自
身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったこと
によって、主イエスの、神としての御力は、いのちと敬虔に関
するすべてのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳に
よって、尊い、すばらしい約束が私たちに与えられました。そ
れは、あなたがたが、その約束のゆえに、世にある欲のもたら
す滅びを免れ、神のご性質にあずかる者となるためです。こう
いうわけですから、あなたがたは、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。これらがあなたがたに備わり、ますます豊かになるなら、
あなたがたは、私たちの主イエス・キリストを知る点で、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。こ
れらを備えていない者は、近視眼であり、盲目であって、自分
の以前の罪がきよめられたことを忘れてしまったのです。です
から、兄弟たちよ。ますます熱心に、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。これらのことを
行っていれば、つまずくことなど決してありません』とありま
す。私たちは、成長していかなくてはいけません。知識には自
制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を…です。信仰によって
信じることから始めるのです。
神さまは、私たちのことを信じて十字架にかかってくださいま
した。それなのに、近視眼になって不平不満を言って、自分の
やるべき事から逃げて神さまを裏切ってもう一度十字架にかけ
るのですか？今日、それらをやめて解決者になりましょう！！
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