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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
（10 月 4 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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　私は、子どもたちのケンカやケンカの直前のやり取り
など、たまたま通りかかって耳にすることがあります。
そして、間に入ってお話をするようになるのですが、初
めは子どもたちにどんな風に寄り添い、話をしていった
らいいかも分からず、不安でした。他の大人がどんな風
に子どもに寄り添って、どんな解決をしてあげているの
かよく見るようになりました。そのうち、一人一人の子
を愛し本気で関わることが大切だと気づかされました。
先日ある姉妹と話をしている時、「神様はよしえちゃん
の幼い頃の傷も癒すんだね。痛みが分かるからこそ寄り
添えるようにしてくれたんだね」と言われ、私の為でも
あったんだと教えられ、思わず涙が溢れました。私自身、
子どもの頃にいじめられていましたが、親も周りも助け
てくれなかったという痛みがあったのです。「たまたま」
ではなく神様が関わらせてくれていたんだと知り、過去
も全部益とされる神様は、本当に私を愛してくれている
のだと改めて感じました。その愛を、子どもたちや隣人
に流す者になっていきたいと思います。
「慰めよ。慰めよ。わたしの民を。」と
あなたたちの神は仰せられる。イザヤ 40：1
　神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めて
くださいます。こうして、私たちも、自分自身が神から
受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人を
も慰めることができるのです。Ⅱコリント 1：4

使徒27～ローマ５章  水２金４

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今週からローマ人への手紙に入ります。こ
の手紙の著者が使徒パウロであることは，1：
1 の記述からも明らかです。また文体、内容
からも疑いをはさむ余地はないと言われてい
ます。そして執筆の場所は，第 3 回伝道旅行
の際に，3 か月滞在したコリントの町であっ
たと考えられています。執筆の年代について
は，53 年から 58 年までの幅が考えられてい
て，断定は難しいのですが，57年の終りから
58年の初めにかけて執筆された可能性が高い
と言われています。新約聖書のパウロの手紙
の中で初めに置かれているパウロの手紙であ
りますが，最初に書かれた手紙ということで
はありません。最初に置かれているのは，こ
の手紙の持つ重要性と，その性格の普遍性と
いうことであると考えられています。私たち
もローマ書を読むとき、この書の重要性を意
識しながら読んでいきましょう。
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（要約者：平澤　瞳）

「クリスチャンのＧＰＳ」
  ～　信仰と希望と愛　～　                                                    Ⅰコリ１３：２－１３
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誕生者のお祝い

      あなたはどこに立っていますか？
　カーナビや携帯電話についているＧＰＳという機能。これは自
分の居場所が分かるという素晴らしい機能です。では、あなたの
生きる道で今、どこに立っているか理解できているでしょうか？
例えばあなたがここに存在していること、それは当たり前のこと
です。しかし自分は何のために生きているか、自分の人生の場所
はどこなのか？私たちが当たり前と思っていることは案外よく分
かっていないことが多いのです。
神様はこの世の基を据えられたときから私たちに法則を定めてお
られ、私たちは自分たちが決めたルールでなく、神様が定めたルー
ルの中で生きています。聖書の中で一番大事な法則は「種蒔きと
刈取りの法則」です。この法則に従おうとするならば、自分がど
こにいてどんなところにどんな種を蒔いているのか知らなければ
いけません。そして、神様が定めたルールを無視して生きること
はできません。それを無視した結果、私たちの住む世界では生態
系が崩れ、異常気象が起こり、戦争を繰り返すこととなりました。
なぜなら戦争は以前は宗教観の違いから起こったかもしれません
が、現在この世で起きている戦争の理由は食料、水、資源などの
奪い合いからです。分け与えれば解決することもあるにもかかわ
らず、自分勝手に人は争ってしまっているのです。確かに、私た
ちが生きるとき社会のルールに従わなければいけない部分もあり
ます。しかし大事なのはどのような状況にあっても自分が何を土
台とし生きていくかです。私たちは常に自分の立ち位置を確認し、
主体性をもった（＝聖書に基づき神様を中心とした）歩みをしな
ければいけません。あなたは世のルールに従うことで、目に見え
ない大事なものを見失っていないでしょうか。
      世々にわたる祝福される法則パート2　一粒の麦
　私たちの住む世界は不完全な環境にあります。なぜなら法則が
あってもその法則に従わずに生きているからです。それはアダム
とエバが嘘をついたとき、主体性の主が神から人へと変わってし
まったときにおこりました。私のために生きるようになると自分
勝手な歩みになってしまいます。あなたは心の中心をどこに置い
ていますか？この世の問題は主体性を見失い自分の思いで歩んで
しまっていることです。あなたは聖書の中の常識で歩めています
か。もしも常識の中心が私となっているならば主体を神様に変え
ましょう。そうでなければⅠコリのみことばも愛は寛容ではない、
人が困っていても助けない。人が良くなると羨む、しょっちゅう
礼儀に反し、見返りを求め、仕返しを願って･･･そんな歩みになっ
てしまいます。もし今、どう歩んだら良いか分からなくなり、自
分がどこにいるのか分からなくなっているならば、今日、あなた
の場所を示す信仰と希望と愛について学んでいきましょう。私た
ちは聖書を知れば知るほど、自分が聖書の常識に立たず逆行して
生きているということに気付かされます。あなたはクリスチャンっ
ぽい歩みになっていませんか。そのようなとき私たちはみことば
をＧＰＳとして立つ必要があるのです。私たちの多くは相手を信
じるけれどギブ＆テイクで人々と関係をもちます。しかし、イエ
ス様がされたのはギブ＆ギブで愛し、かつ信じるという世の中の
常識ではありえないことでした。しかしこれが聖書の常識であり、
私たちはこちらを選ぶ人となるようにと言われています。本当の
クリスチャンになりたい人はＷＷＪＤを心に留め、イエス様のよ
うに生きるという決心しましょう。そして良いときも悪いときも
一粒の麦として生きることを選んでいきましょう。
　　井深八重の生涯から学ぶ
　井深八重は国会議員の父、ソニー創設者を親戚にもつ女性で、
新島襄の大学（同志社大）を卒業後は英語の先生になる予定でした。
しかしそんな矢先ハンセン病と診断され、家族を失い、名前さえ
も失い、非情な差別を受けるという過酷な人生を送ることとなり
ます。そのような中にあっても彼女は自分がされてきた差別を恨
みませんでした。再診の結果ハンセン病ではなかったけれどもう
元の生活に戻れないという状況になってもです。彼女は宣教師兼
医師の牧師と共にハンセン病の看護師として施設に残りハンセン
病の人を看護することを決めたのです。そんな彼女のテーマは一
粒の麦でした。本当のクリスチャンとは彼女のように自分を律し、
人を排除しようとする人たちを愛することができる人をいいます。
一人ひとり痛みは違いますが、自分が痛みを通るとき相手の痛み
が分かるようになります。愛によって傷を癒され、悲しみを慰め
られたとき人はそれを強さとすることができます。ですからもし
過去に悲しみによる傷があるならばそれが素直認めなければいけ
ません。イエス様は私たちの痛みを負って十字架にかかってくだ
さったのです。もし私たちがその姿を忘れてイエス様の良い姿の
みを追求するならば、私たちは弱みを見せられずいつも勝たなけ
ればならないクリスチャンになってしまいます。こうしていつの
間にか偽りの自分を持つようになっていませんか。しかしクリス
チャンはありのままでいいのです。自分の心にもし覆いがあるな
らば、本物を失ってしまいます。頑張って奉仕する、自分の思い
とは違うけれど指摘されるからやる・・・宗教はそれで私たちを
縛りますが、それは偽りです。しかし私たちが教会に来る本当の

理由は癒されるためであり、癒された後に本当の自分をみつける
ためです。教会は失敗した人が失敗したことを認められる場所で
あり、私たちは赦された罪人にすぎません。本当は劣等感でいっ
ぱいなのにそれを隠し自分の心を偽って頑張っていないでしょう
か。そんなあなたにはあなたの立ち位置ＧＰＳを確認しなければ
いけません。もし自分を偽るならば信じることはできません。あ
なたの過去の恥を恥と思わずまた隣人を同じように裁かないよう
にしましょう。その人のマイナスな部分を互いに負い合いかかわ
るのが教会です。神様が礼拝を一人ではなく大勢でするようにさ
れたのはそのためです。教会は皆が同じように行動するためでは
なく、多様性をもってその人が本来の色に帰るために神様が与え
てくださった場所なのです。ですから～一粒の麦、地に落ちて死
なずば、唯一つにて在らん。もし死なば、多くの実を結ぶべし～
とあるように、教会に来て自分に死ななければいけません。
　　①信じるという生き方　理屈と納得との戦い
　理屈と納得は信じる心を奪い去ります。あなたの中の常識に縛
られて、自分の理屈に沿わないと納得できない、やりますと口で
は言っても心が従わない、あの人の言葉だときけない、言い方で
聞けたり聞けなかったりするということがないでしょうか。では
イエス様を信じているのはなぜということをあなたは理屈で答え
られますか？神様が語っていても分からなかったパリサイ人のよ
うであってはいけません。理屈を取りましょう。理屈があると人
は変われません。今までの私の経験が全てと思わず、聖書にある
言葉を神様の常識として納得して行いましょう。あなたが心から
祈るとき、聖霊様がなにが正しいことか間違っているかを教えて
くださいます。それを信じて選ばないとあなたを通してでしか変
われない人はずっと変わることができません。聞く耳をもって主
体的神様が中心で信じるという生き方を歩みましょう。
      ②死んだものへのギフト希望！！！
　過去をもったままの人に希望はありません。多くの人は過去を
土台に見返そう生きている。でもそれは間違っています。過去を
捨てましょう。もしあなたが既に洗礼を受けているならば、洗礼
は何のためにしたのでしたか。洗礼とはなんでしょう。それは過
去の自分に死に、今までの自分の価値観で生きないという自分と
人に対する宣言です。それなのにまだ自分が生きているとした
ら、、、一回は殺したのですから、あとは今自分は信じているか、
希望を持てているかで判断しましょう。これが分からないとあな
たの居場所は分かりません。希望がないならまだ古いあなたは死
んでないのです。私たちの病をこの身に背負ってくださった方が
いらっしゃるのですから、今までしてもらえなかったことに相手
を責めて生きるのでなく、過去に死んで主の愛のうちに希望を持っ
て歩みましょう。
 　    ③愛するという生！！
　愛したいけれど愛せないという思いは誰しももつものであり、
この思いと私たちは生涯闘っていきます。しかしクリスチャンの
すごいところは、そのような中にあるとき愛しているから戻ろう
ということを選ぶことができるということです。自分は全然悪く
ない、相手が悪いという思いが心を支配しそうになるとき、それ
でも謝ることができるのは愛しているからこそできること。闘い
ながらも回復しようとする。これが愛に生きるということです。
中心にある感情的な思い、自分は悪くないと言ってくる声に負け
てはいけません。その声に聞いたら偶像礼拝の罪、その時に決断
できるのはあなたしかいません。あなたは神様に自分をコントロー
ルするように言われています教会は一人ひとりの口、表情、態度
を共に戒め合い、磨ぎ合い成長していくところです。ですから神
様の前に信仰を持って信じる、愛するという決断をしていきましょ
う。もしあなたが、神様が自分をいつか変えてくださる。その時
を待っていますという思いであるならばいつまで経ってもかわれ
ません。電波はつかんでこないと場所が分からないように、これ
は自分から探しにいくものなのです。求めれば必ず与えられます。
ですから、あなたの過去の傷を取ってくださることを願い、神を
愛し自分を愛し隣人を愛すという神様からの命令を守っていきま
しょう。
さいごに

　神様が私たちに与えてくださった自分で決断するという権利。
これによって私たちは種を蒔き続ける決断をすることができま
す。世々にわたる祝福される法則を私たちの代で終わらせない決
断をすることができます。そして私たちは信じる決断をすること
ができます。神様のことばを無条件に信じ、自分の心に与えられ
た良心とみことばによって生きることを選ぶことができます。『す
べてをがまんし、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え
忍びます。愛は決して絶えることがありません。・・・』とみこ
とばにあるように、自分に生きようとする自我や諦めを捨てて、
信仰と希望と愛の歩みを成し遂げる決断をしていきましょう。
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信仰と希望と愛の歩みを成し遂げる決断をしていきましょう。
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スモールファミリー

＜10 周年記念について＞
2 回の集会を予定しております。
11 月 23 日（祝）午後 15 時頃　小堀夫妻のピアノリサイタル
11 月 29 日（日）特別礼拝：講師は細井真牧師（アッセンブリー
ズオブゴッド教団理事長）、午後～ 10 年間の歩み、感謝の集い
※お誘いした人をリストアップしていきたいと思います。各リー
ダーと一緒に祈りつつ誘っていきましょう。


