
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
（9月 20 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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澤口　明子

　あの暑かった夏もひと段落つき、涼しくなってきました。季
節は移っていきますが、私自身は成長したかなって考えていま
す。そんな中、私は神様からの愛を本当に受けっとっているか
なとわからなくなることがあります。人には、神様から愛され
てるから大丈夫だよとか言えるのに、私自身は深い部分では分
かってないと、薄々感じてはいましたが、認めたくありません
でした。そして、やってはいけないことをやってしまう自分。
それは、十字架を否定すること？と思うと、考えたくない。と
も思ってしまいました。クリスチャンになる前私は、放蕩の限
りを尽くしました。最後にたどり着いたのは、形あるものはみ
ん消える。永遠なんてどこにもない。愛だ、愛だと歌っている
けど愛なんてどこにもないじゃん。半分あきらめながら、半分
探して、また、街を歩く。という毎日でした。そんなときイエ
ス様に出会い、十字架の愛を教えてもらい、人生が変えられま
した。そして、今もイエス様が私の心の深いところに降りてこ
ようとされています。でも、まだ、閉じたままの心の部屋はい
くつかあり、ある部屋には、うなだれて横たわっている私が居
ることにきずきました。立ち上がれない。部屋から出れないと
いっているのです。そんな私にイエス様は何と言われるので
しょうか。こんな時思わされるのは、福音書のイエス様の中で、
特にあこがれる復活されてからのイエス様です。あんなに愛し
てくださったイエス様を裏切り、自分の罪深さに絶望のど真ん
中にいる弟子たち。そこへ、死ぬほどの痛みを負ったイエス様
は、復活を信じてない弟子たちのところへ、とがめる言葉では
なく” おはよう” と言ってさわやかというか、なんというか。。。
姿を現され、それでも信じれない弟子のところへは、わざわざ
手の傷を触らせてくださり、そして、絶望のはて、食べるもの
もなくなってしまった弟子に再び漁にでて、奇跡を起こし、大
量の魚を与え、しかも、イエス様が見えなくなった目を開いて
下さいました。イエス様と出会ったときと同じ奇跡をみせて。
そこから、弟子たちはかわりました。聖霊の力を受け、大胆に
述べつたえました。私も、イエス様に出会った最初の感動、最
初の愛に戻るとき、心が燃えます。そして、イエス様に、心の
目を開いて下さいと祈ろうと思いました。そして、イエス様に
聞き、示されることに従います。イエス様が船の右側に網を下
せと言われるなら私も下ろします。愛すべき人のところに行っ
て愛しなさいと言われるなら愛します。イエス様がきっと、心
の目を開いて下さり、もうすでに示されている愛が本当にわか
るようになることを信じます。　変わりたいけど変われない。
信じたいけど信じれない。そんな弱い私たちをイエス様は見捨
てないし、わかるようにして下さると思います。復活はそんな
弱い私たちの希望だと思います。

使徒13～19章  水 16金18

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　使徒の働きが書かれた目的についてです。著者であ
るルカは何が起こったのか順 序よく正確に記すとルカ
の冒頭で表現しています。これは正しい歴史として残
す ことです。ではルカはどのような歴史を記したかっ
たのでしょうか「 使徒 1:8 しかし、聖霊があなたがた
の上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そ 
して、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および
地の果てにまで、わたしの 証人となります。」という
箇所より福音がエルサレムから始まりローマまで、ユ 
ダヤ人から異邦人まで、命にあふれて宣教された過程
を記したかったのです。こ れは極めて重大意味が込め
られています。まず、エルサレムがすべての事柄の中 
心という事です。福音はエルサレムで完成し、宣教も
エルサレムで開始されてい ます。それはこの福音が旧
約聖書の使信と切り離せない関係を持つことを意味し 
ています。旧約聖書は救い主が備えられている事が書
かれ、福音書では救い主が どのようなことをして下
さったのかが書かれ、使徒の働き以降は救い主を信じ
る 私たちの歩み方について書いてているとも言えま
す。今週は私たちがどのように 歩んでいるのかを確か
めながら読み進めていきたいと思います。 

通読のツボ
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「神様からのラブレター」
  ～　愛されたあなたを愛する　～　　　イザヤ４３：４　マタイ２２：３７～３９

スモールファミリー

誕生者のお祝い

 　頭では分かっているだけになっていないか
　私たちは、これはして良いことなのか、それとも悪いことなの
かは分かっています。では良いことだけをして生活できているで
しょうか。悪いと分かっていることをしないでしょうか。私たち
は悪いと分かっていても直すことができず、正しい事を知ってい
てもすることができない自分と日々の生活の中で向き合っていま
す。古い性質は良くなることを妨げます。それは私たちが過去に
受けてしまった傷や失敗により、自分で自分を守る行いをするよ
うになってしまいました。なぜ自分で自分を守るようになったの
でしょうか。それはアダムとエバが罪を犯した時から始まりまし
た。自分を守ってくれる存在である人が責任転嫁をしました。こ
の傷によって自分を守るのは自分という考えになっていきました。
それ故、自分の罪というものを認めることができなくなったり、
ありのままの自分を愛したり受け入れたりすることができない人
が多くいます。だんだんと自分を尊ぶ心である自尊心が低くなり、
自分を守るプライドだけは高くなっていくようになりました。し
かし神様は私たちを愛しているので、その傷ついた部分を直そう
と神によって集められたのです。教会とは宗教ではなく、私たち
の生き方が本来のすばらしい姿へと変わるところなのです。私た
ちは神様に愛されています。しかし私たちは神様が愛して下さっ
ているにも関わらず、同じ愛で自分が自分自身を愛していないと
いうことです。私たちは周りの人たちには愛することが一時はで
きるかもしれません。自分を愛する愛について考えてみたいと思
います。
　　①聖書の愛で愛する～spoilではだめ！
　まずはこの「spoil」という言葉は「甘やかす、だめにする」と
いう意味があります。私たちは自分を愛する方法としてご褒美を
上げているやり方があります。何かが終わると「お疲れ様～、よ
くやったな～、大丈夫～」なんて言いながら甘いものを食べたり、
休んだり、買い物をしたりと人によって自分を甘やかしてしまう
ことは様々なかたちであると思います。よくよく言葉の意味を考
えてみるとそれは自分をだめにする愛し方なのです。親が子ども
を甘やかすのは何がいけないのかというと子どもがだめになるか
らです。例えば昨今大きな話題となっている学級崩壊。その一因
として甘やかされた子どもたちにあるのではないかといわれてい
ます。自分の願いを何でも聞いてもらえる環境で育ってきました。
そうなると自分の願いを否定されること、自分を我慢することが
できなくなるので、集団活動ができない人になっていってしまう
のです。私たちはすべてを揃えてすべてをあてがっていくすなわ
ち甘やかすことというのは止めにしないといけないのです。甘や
かしていると、正しいことを教えることができなくなってきます。
     自分自身をコントロールできているでしょうか
　では、私たちは自分自身に対してどのように愛しているでしょ
うか。気をつけなければならないことは自分自身を愛せない人は
自分を甘やかしていくということなのです。私たちは自分をコン
トロールし、大切にすることが自分を愛することにつながります。
ですからコントロールを失い、感情的に行動することは本当の意
味で愛していないことなります。私たちは自分がどのような存在
であるのか知っているでしょうか。私たちが力強く生きていくた
めに必要なものは愛されているという自尊心が必要です。それを
知るために、確認するために、毎週教会に来ているのです。私た
ちは自分を正しい聖書の愛で愛していく時に力が湧いてくるので
す。その力がない人は周りに依存して生きていくようになります。
そうするとお互いに倒れてしまうのです。その時、私たちは支え
てくれなかったと文句を言うようになるのです。でも不完全であっ
ても親子の愛のように大きく、深い愛であれば支えてくれること
が多いと思います。私たちは愛されたようにしか愛を流せません。
ですから親や周りから愛が受けられなかった場合、また周りから
傷つけられてきた場合、私たちは愛することよりも傷つけてしま
うことが多くなります。
　　本当の愛は神様から
　それは自分を守りたいという思いから、周りに依存しながら生
きるのですが、相手も背負いきれないために関係が断たれていく
ように感じ、それを裏切られたと認識してもっと自分を傷つけて
いきます。聖書には鼻から息の出るものに頼ってはならないと書
いているのです。私たちは鼻から息のでない神様に頼るしかない
のです。神様に頼り、愛されていることが分かるから私たちは周
りに愛を流し続けることができるのです。また私たちは人と比較
してしまうのです。それは罪です。神様の作品であるなら比較対
象ではありません。神様がそれぞれ違った目的のために造ってい
るからです。ですからあれができる、できないがそれぞれあって
当然です。そしてそれで素晴らしいのです。ですから造られた目
的を知らないことが比較の始まりです。造られた目的は私たちを
造った神様に聞くしかありません。また自分を客観的に見る必要

もあります。そのために教会があります。日曜日に共に礼拝し交
わりを持つことは、神様と自分が向き合い、自分を見るために交
わりが必要なのです。
      神様の創造された素晴らしい自分を認める
　自分を愛するとは、あなたがあなた自身で受けとれる「愛」を、
あたりまえに「受けとる」ということ。・あなたがその愛を「受けとる」
ことを選択し、自分をいためつけようとするのをやめる、という
ことが、「自分を愛する」ということ。・あなたがネガティブな考
えを続けようとすることや、望みの方向に向かわずに我慢しよう
とすることは、あなたが最も愛すべき自分を「いじめよう」とす
る不可解な行為である。・あなたが愛するべきは、あなたという「存
在」であり、あなたの心や身体を超えた「人格」そのものである。
ということになります。私たちの人格そのものが愛されているの
であれば、行為によって可否が問われる必要がありません。人格
を愛していないと行為を否定された時に人格を否定されたように
感じてしまうことが問題なのです。私たちの人格と行為とは別に
考えていきましょう。私たちはベストな行為をする方はいません
でした。唯一の方がイエスキリストです。イエス様ならどのよう
にするのかからベストな行為を学んでいきましょう。
      ②投影はしない！！
　これはどういう意味でしょうか。自分を相手に写すことです。
相手の嫌なところ、腹が立ってしまうところというのは自分の嫌
なところに似ているからでないでしょうか。コンプレックスがあ
る人は相手を見る時にコンプレックスがあるところ見てしまいが
ちです。そうすると相手が嫌な人として印象に残っていくように
なります。相手を指さして「あの人は〇〇だよね～」という人は
自分もそうかもしれないと自分を見つめてみましょう。これが相
手を指摘してしまう行為これが、罪の根源であり責任転嫁へとつ
ながっていくのです。普段の生活の中で順風満帆な時は問題が起
きないかもしれません。しかし窮地に追い込まれたりすると悪い
考えが出てきてしまうのです。私たちクリスチャンは周りの人の
問題点として感じていることが自己を投影したことに基づかなけ
れば良いのです。周りの人が良くなってほしいと聖書の愛を土台
として出てくるのであれば良いのです。私たちは投影してみてし
まうことの原因は自分の傷です。この自分の傷を治せる神様のと
ころで直してもらっていくしかないのです。ある人は、私はだめ
だと思っている人もいるし、自分は傷ついていても大丈夫だと思っ
て生きているのです。ですから私たちは神様と仲直りをする必要
があります。素直に傷ついている自分の認めるしかないのです。
辛かったことや、失敗したと思っていることがあると思います。
私たちは自分を責めて続けています。今日、神様と仲直りをする
ために素直に神様の元に出たいと思います。そして神様の前で素
直になった時、自分の素晴らしさを受け止めることができます。
　　自分を愛するために
　　～神様に愛された愛を流す！！～
　この世で億万長者になったクリスチャンの話しです。「１００万
ドルで愛が買えるなら安いものだ。しかし、現実には誰かに愛さ
れたいと思ったら、あなた自身が愛される人物になるしかない。
見返りを求めてしまうのは人間の性だが、あなたが何かを与えな
ければおそらく、あなたには何も与えられないだろう。私の知り
合いの中で望みの愛を手に入れた人は、誰もが自分を成功者だと
思っている。誰にも愛されずに満足感を得られる成功者など、私
は想像することができない。」愛は流さなければ返ってこないと伝
えているのです。この世で成功したかのように見える人でもこの
ように愛を流すことを伝えているのです。神様は１０受けたとし
たら１０流しなさいと言っているのではありません。１０受けた
のであればその内１でもよいから流しなさいと伝えているのです。
愛は種まきです。蒔かないと返ってくることはありません。私た
ちはキリストの体として不必要な部分はありません。ですから自
分の存在価値を認めなければいけません。イエス様はいつもその
ように教えているのです。しかし人間だけがそれを否定していま
す。私たちが無価値なものであったらのならキリストの十字架は
無駄です。いのちをかけてまで救いたいと思う価値があるのです。
私たちはそれほどまでに愛されたのです。ですから私たちは傷つ
いたまま、劣等感、比較の目をそのままにして生きていきますか。
今日、もう一度神様に愛されていることを心から感じていきましょ
う。そしてその愛で周りの人に流していきましょう。その愛のバ
トンを多くの方に渡していきたいのです。『あなたの隣人をあなた
自身のように愛せよ』まずは自分を愛するところから始めてみま
せんか。
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早天祈祷会6：0000 ~

22
ぼやき会15：0000 ~

2120

：0000 ~

河合慎吾

秋田美恵ケルビン

澤口明子

西嵜達也

楢村紗英
守屋寿子

神門やす胡

杉本沙奈恵

26262525242423232222212120

スモールファミリー

誕生者のお祝い


