
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
（11 月 1 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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　町内の班長になり、私にとって一番大変なのは、ゴミステー
ションの管理です。昨年の管理の人は、仕事などのために、ゴ
ミ捨て場に鍵をかけずに、いつもオープンにしてありました。
そのために、ゴミの日以外の日にも毎日ゴミが置いてある状態
でした。自分も忙しいので、鍵の無いことは楽ですが、ゴミを
取り終わった後に掃除をしても、次々にゴミが持ち込まれて来
るのです。しかも、困ったことに指定袋に入れない人もいるわ、
同じ袋に紙類と瓶、カンも入れてあったり、無秩序極まりない
状態が続きました。不法投棄した人に怒りさえ湧いて、「神様、
たすけて！」という状態でした。「神様、知恵を与えて下さい」
と祈りつつ調べてみると、無秩序なゴミは町内以外の人が持ち
込んでいることが分かり、この上は、やはり鍵をかけて管理す
ることにしました。 自分にとっては、仕事や留守の時もある中、
週 2回の管理をすることはしんどいことで、ちゃんとできる
か心配でした。しかし、思い切ってやってみると、生活のリズ
ムの中に組み込むことができ、今のところ、ゴミステーション
を清潔に保つことができています。 自分の心の中も、毎日さま
ざまな誘惑や欲望、怒りなどが持ち込まれて来ますが、祈る事
で神様に助けられ、常にお掃除したいと思います。「この世と
調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみこころは
何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全で
あるのかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変え
なさい。」ローマ 12:2

Ⅰコリ11-16、Ⅱコリ１ 水 14金16

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　コリントに滞在していた最初の伝道期間は 1 年半に
もなりました。その後、パウ ロはアンテオケ教会へと
戻り、そこでしばらく過しましたが、また出発して第
3 次伝道旅行を開始しました。この旅行で彼はエペソ
に来て、2 年 3 か月にわたって 福音を語りました。Ⅰ
コリントが執筆されたのは、このエペソになります。
エペ ソ滞在中のパウロとコリント教会との間にはしば
しば交流がありました。Ⅰコリ ント書以前にも手紙が
書かれ、本書執筆以降にも複数の手紙が書かれていま
す。 本書はコリント教会に起きた様々な問題を解決す
るために書かれています。幾つ かの問題はコリント教
会の信徒から口頭で伝えらています。また、コリント
教会 が文書で問い合せた問題もありました。起きてい
た問題は、分派問題、近親相 姦、不品行、結婚の是非、
偶像に供えた肉の問題、異言問題、復活否定論等々、 
多岐にわたり、また深刻な状況でした。パウロは，テ
モテを代理として派遣した 後、この手紙を別途書き
送ったものです。ですからⅠコリントの執筆は 55 年
前後 だと考えられています。教会で起こった諸問題を
どのように対応しているのか考 えながら読み進めてい
きたいと思います。 
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（要約者：平澤　一浩）

「ああ恵み」
  ～　恵みに留まっていますか　～　   　　　                              エペソ２：１～１０

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　　恐れているものと十字架の愛
　ある人は人には７つの恐れているものがあると列挙しています。「①
貧しさ②失敗（非難）③病気④愛を失うこと⑤老化⑥自由を失うこと⑦
死」今の私たちは如何でしょうか。恐れているものがありますか。あ
る人は愛を失うことを恐れていると、愛を失いたくないと行動してい
きます。しかし愛されたいと思うばかり、自分から周りを愛すること
ができず、結果として愛を失ってしまうこともあります。私たちが恐
れていると、返って失ってしまうことになります。聖書にはイエス様
と 12 弟子が出てきます。そして 12 弟子と呼ばれている人たちの元の
姿はどのような人だったでしょうか。彼らも人の恐れていた７つの恐
れを持っていることが分かります。イエス様が私たちのために十字架
にかかって下さったことは知っています。では何を背負って十字架に
かかって下さったのでしょうか。それは私たちの抱えている恐れ、ま
た恐れから発生してしまった問題をすべて背負い、十字架にかかった
のです。ですから私たちが恐れを抱えていく必要はないのです。しか
し私たちは恐れてしまう原因があります。私たちは成長していく中で
様々な苦痛を通して恐れを抱くように育ってしまったのです。私たち
はこの恐れから解放されるために、過去の傷から解放されるために集
められたのです。弟子たちはイエス様の十字架の後、違う人のように
造りかえられていきました。このように神様は恐れを解決し、将来と
希望を与えて下さるのです。
　　　恵み
　恵みというのは一方的に与えられたものを意味します。代価を払わ
ずに受けられるものです。受けるには手を差し出すだけです。この将
来と希望を与えるものは神様からの恵みです。ただ私たちが手を差し
伸ばして受け取るだけなのです。私たちがこの恵みに留まっていれば
良いのに、７つの恐れはこの恵みに対して敵対してきます。私たちの
中には人間関係の不安、お金に対する不安、病気に対する不安、危険
に対する不安、生活に対する不安、将来に対する不安、これらは恐れ
と結びつき、人生をダメになる方向へと向きを変えられてしまうので
す。私たちはこの不安に対して必要ないと決断していかなくてはいけ
ないのです。（エペソ２：１～１０）私たちは「恵みのゆえに信仰によっ
て救われた」とあります。「信仰によって」とはどのような意味でしょ
うか。信仰と聞くと、宗教用語として聞こえてきますが、「見よ。わた
しは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあ
けるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼
もわたしとともに食事をする。（黙３：２０）」と書いている通り、心
の扉を開けることなのです。ですから私たちは目の前にある素晴らし
い恵みに対して心の扉を開いた時から新しい人生になるということを
伝えているのです。世々にわたる祝福される法則⑤恵みの中に生きる
ということなのです。思い出してみましょう。①量りを良くする。②一
粒の麦になる③己に勝つ④なぜの目線でした。それぞれ要約をもう一
度見直していきましょう。そして最後に「恵みに留まる」のです。神
様は私たちが喜んでいるのを見たいのです。だからこそ、私たちが恐
れているものを背負って下さり、私たちが喜べるようにして下さった
のです。これこそ一方的に与えられた素晴らしい恵みです。だからこそ、
私たちは元気に勇ましく希望に満ちて歩むことができるのです。これ
を忘れてしまうので、人の言葉で右往左往する人生だったのですが、
今日から新しく歩んでいくことができます。
　　松下幸之助の話し
　この方は現パナソニックの創業者であり、クリスチャンでした。松
下さんは 3 つの財産がある。と常に語っていました。①貧しかったこと
②健康に優れなかったこと。③無学だったこと。だから人が教えてくれ
たり、助けてくれたりして成功した。と言っています。彼は神様の恵
みの中にとどまったのです。このような３つの状況は不平不満の種と
することは簡単にできます。できなかった時の言い訳にすることも簡
単です。しかし彼は神の恵みに留まり、「人になるために必要なすべて
の経験を学んだ」と言っているのです。これが大事なことなのです。
彼は素直に周りに聴くこともできました。人は一人ではなにも成しえ
ないことを知っていたからこそ、自分の知識に頼る事をせず、神様と
共に正しい決断をして歩むことができました。そのように私たちにも
すでに助け手が与えられているのです。しかし私たちは大事な助け手
を蔑ろにしてしまうのです。そして私たちに聞こえの良い言葉をかけ
てくれる人を大事にしてしまう弱さがあります。私たちが間違った決
断をしている時に戻す言葉をかける人を排除し、同情、同意してくれ
る人を探してしまうのです。
　　イエス様の歩み
　イエス様はそれとは真逆の道を選択していきました。多く人が避け
て通るところを逃げずに進みました。差別されているサマリア人女性
のためにわざわざ遠回りして行きました。また神殿で金儲けをしてい
る商人たちを追い出しました。見て見ぬふりをして逃げることをせず、
それと立ち向かっていきました。あるところでは右のほほを打たれた
ら、左のほほを出すように教えられました。また、ゲッセマネでは自
分を捕まえに来た兵士の弟子のペテロに切られた耳を癒しました。神
は人として楽な道ではない道、通りたくない道を歩むようにイエスを
導き、それに従いました。人にはできないことをさせたのです。

　　①簡単な道を選んではダメだめ
　私たちはありのままの姿で神の前に立つことができます。それには
条件、資格、資質など、何もありません。どこでも「神様」と呼びか
ければ良いのです。罪とは「的外れ」です。最初のずれはほんの少し
でも時間がたったり、離れていくと、差が大きくなっていきます。で
すから私たちは毎週教会に来て、自分のずれてしまったところに気づ
いて正しい道に戻る決断をしているのです。元の道に戻るためには弓
のように弦とフレームが徐々に近づいていくような感じでだんだんと
良くなっていくのです。ある本によれば、3歳までの価値観に 12 歳ま
での経験を重ねて私たちの土台が成り立ち、40 歳で人格が完成すると
いうことでした。私たちの記憶の中で覚えていることは良いことより
も悪いことの方が圧倒的に多いのです。この悪い経験が悪い決断を生
むようになり、これが積み重なっていくのです。ですからこの根本の
原因となっているものを掘り下げて解決していくことをしています。
しかし私たちには長い期間をかけて身についてしまった癖のようなも
のがあります。これは１度では治るものではありません。意識して、
決断して、注意深く歩んでいくしかありません。ですから決して簡単
な道ではないのです。「はい」は「はい」「いいえ」は「いいえ」とい
う道なのです。この道は “近道” ではありません。私たちは簡単に戻
る方法などないのです。決断をして元に戻る道（日々）をどのように
過ごしていくのかが大事なのです。イエスキリストがそのように歩ま
れたのであれば、私たちも寄り添いながら、元に戻るための働きをし
ていきたいと思います。 
  　②神の前に出る！！！
　私たちは周りと比較した時から輝くことが出来ず、曇っていきます。
私たちから光を放てなくなるのです。ですから神様は私たちが 2 度と
同じ過ちを犯し、曇らないように教えていくのです。私たちはアダム
と同じ歩みをし、責任転嫁をして、周囲のせいにする歩みを選択しな
いようにしなければなりません。相手が悪いという思いは恵みとはか
け離れた状態です。聖書を集約すると「神を愛し、自分自身を愛する
ように隣人を愛する」ということになります。すなわち責任転嫁とは
隣人を愛することから離れているのです。これは恵みに留まる決断で
はありません。クリスチャンとは何かというと正しく生きようと決心
した人なのです。「私たちは神の作品であって、良い行いをするために
キリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行い
に歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
（エペソ２：１０）」イエスキリストやこの歴史を紡いで来られた先人
たちは自分の弱さに逃げるようなことはしませんでした。私たちも逃
げて隠れるようなことをせず、神の前に出ることを決断していきましょ
う。
 　    ③人の徳を高める言葉！！！
　神の恵みの中に留まるには言葉を制御することだけです。様々なと
ころでペテロに焦点を合わせたメッセージをされていました。このペ
テロは変わりました。元々漁師であり、また感情的な人でした。マタ
イ16章で信仰告白をした後、神のことを思わず、人のことを思ってい
るとイエス様に言われたペテロでした。しかし使徒の働きを見ると、
神の知恵によって大胆に語り、多くの人に福音が伝わっていきました。
私たちは普段の生活の中で、神の言葉を語らず、人のことを思って、
間違った言葉を語っていないでしょうか。それは人の徳を高める言葉
ではありません。問題と向き合って、戦っている時に励まし支える言
葉よりも「無理することないのよ～」というような逃げることを勧め
る言葉になっていないでしょうか。これは私たち自分への言葉も同様
です。簡単な道と正しい道のどちらかを選択しなければならない時に、
正しい道を選べなくするような言葉を語っているかもしれません。相
手にとって、自分にとって重要な決断があります。その時こそ、どち
らを選ばなければならないのかということなのです。決断するのは自
分です。その時、自分が誰の言葉を聞いて決断をするのかということ
です。決断を鈍らすような諌めるような言葉を語らないようにしましょ
う。私たちは神様の計画の全容を知ることはできません。その決断が
計画に大きく影響を与えていくものもあります。だからこそ、私たち
は毎日の生活の中で周りの人と自分にかける言葉に注意して歩まなけ
ればならないのです。特に問題から逃げようとする言葉を発する時、
気づいた人が、気づいた時に語り、一緒に恵みに留まれるように祈り
支えていきましょう。
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＜10 周年記念について＞
テーマ：感謝と自立
11 月 23 日（祝）１０周年記念式典のチラシができました。ご
案内にお使いください。またお誘いしたい方をお知らせくださ
い。
献金額 401.000 円 / 目標額 1.500.000 円
尊い献金を感謝いたします。


