
聖　餐　礼　拝聖　餐　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 8 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

　毎年この時期になると，音楽発表会で何の曲を演奏させるかが悩み
の種です。私は，小学校の先生になって以来，毎年クラシックをアレ
ンジした曲を選曲していました。それが私のこだわりでもありました。
しかし今年はどうしてもこれという曲が思いつかず，かといってクラ
シック以外の曲を選ぶことは嫌だと思っていました。中国聖会に行く
バスの中で，神様早く合奏の曲が決まりますように．とお祈りしました。
その時，あるメロディーが頭の中を駆け巡りました。映画「天使にラ
ブソングを」の挿入歌” I　Will　Follow　Him” でした。クラシック
ではなかったけれど，そのこだわりは思い切って捨てようと思いまし
た。楽譜はすぐに手に入り，少しアレンジを加えて，次の日には子ど
もたちに配ることができました。子どもたちはこの曲をいたく気に入
り，休み時間もずっと練習しています。例年より１週間，楽譜を配る
のが遅い上に，難しすぎて間に合うかと心配しましたが，曲の持つパ
ワーに吸い寄せられるように夢中で練習し，あっという間に仕上がっ
てしまいました。ある日の休み時間，ある子が「先生，” I　Will　
Follow　Him” ってどういう意味？」と尋ねてきました。「私は彼に
ついていきます，という意味よ。」と答えると，その子はすかさず「そ
の彼ってだれのこと？」と・・・。「それはイエス様よ。」「へえ，イエ
ス様ってどんな人？」「イエス様はね・・・・」いつの間にかイエス様
のことを子どもたちに語っていました。他の子たちも寄ってきて，一
生懸命その話を聞いていました。教室でイエス様の話を子どもたちに
したのは初めてでした。感謝の気持ちでいっぱいになりました。そして，
ゴスペルのことを伝えると子どもたちは，前半部分をゴスペルで歌い
たいと提案してきました。毎朝，出勤すると，教室から” I　Will　
Follow　Him” の歌声と合奏が教室から聴こえてきます。本番がとて
も楽しみです。
その曲の歌詞の一部はこうです。
主 ( イエスのこと ) について行く。主がどこに行かれようともついて
いく。いつも主のおそばに。何があっても離れはしない。主こそ、わ
が使命。

Ⅱコリ２～8　　　 水 5金7

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　通読はⅡコリントに入りました。パウロは紀元
55 年前後にコリント教会の混乱を収めるためⅠ
コリントを執筆しています。その後、コリントの
教会の混乱が収まったかどうかは不明です。しか
しパウロは、再びコリント教会に問題が起きたと
の情報をエペソで得て、解決のためコリントに赴
いたが、結果は不調に終りました。エペソに帰っ
た彼は、「涙ながらに」コリント教会に書簡を書き、
テトスに託しています。そしてエペソでの働きが
終り、パウロはトロアスにいきました。トロアス
は伝道有望地でしたが、彼はコリント教会の成行
きを案じてマケドニヤへ渡り、そこで、コリント
から帰ったテトスに会い、教会の悔い改めを聞き
ました。この朗報に接してマケドニヤから書いた
のが本書となっています。そのため本書は、Ⅰコ
リント執筆後 1―2 年のうちには書かれたと思わ
れています。このような背景を知ってⅡコリント
を読み進めていきましょう。

通読のツボ
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光本真智子 早瀬敏郎牧　尉太光本真智子

（要約者：澤口　建樹）

「あなたは、生ける神の御子キリストです」
マタイ１６：１３－１６

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　　マタイ１６：１３－１６
さて、ピリポ・カイザリヤの地方に行かれたとき、イエ
スは弟子たちに尋ねて言われた。「人々は人の子をだれ
だと言っていますか。」彼らは言った。「バプテスマのヨ
ハネだと言う人もあり、エリヤだと言う人もあります。
またほかの人たちはエレミヤだとか、また預言者のひと
りだとも言っています。」イエスは彼らに言われた。「あ
なたがたは、わたしをだれだと言いますか。」シモン・
ペテロが答えて言った。「あなたは、生ける神の御子キ
リストです。」
　　あなた方は私を誰だといいますか？
　今日読んだところで、イエス様は弟子たちに尋ねまし
た。「人々は人の子を誰だと言っていますか。」それに対
して彼らは「バプテスマのヨハネだ、エリヤだ、またほ
かの人はエレミヤだとか、また、預言者の一人だとも言っ
ています。」みなさん、こうしていろんなことを言う人
がいます。けれども私たちがこれらの人を見るときに、
ユダヤの人々は、よみがえり、復活を信じていたという
ことです。日本人はどうですか。死んだら終わり。そう
考えている人は結構多いでしょう。死んだら終わりだか
ら、この世では楽しいことしなくちゃ。と思う人が結構
多いです。しかし、ユダヤ人は人は死んでもまたよみが
えってくる。ですから、バプテスマのヨハネにしてもエ
レミヤにしてもエリヤにしても、彼らはよみがえってき
て、そして、その使命に立ってこう考えるのです。そして、
もう一つの共通点として、イエス様を過去の人物と関
わって考えている。彼らは過去ですよね。もうすでに死
んだ人。過去に大きな活躍をして、そして、人々の目を
開いた。そういう人物ですが、過去の人です。けれども、
私たちはイエス様は過去の人物で終わるだろうか。そう
じゃないですね。イエス様はさらに聞いています。「あ
なた方は私を誰だといいますか」イエス様はあなた方に
私は誰だといいますか。人々はいろんなことをいいます。
でも、あなたがたはどうですか。その時にペテロは答え
ました。16:16 シモン・ペテロが答えて言った。「あなたは、
生ける神の御子キリストです。」みなさん、生きてる神様。
彼らは過去の人物、死んだ人と同じように思っていた。
けれども、イエス様は「あなたは、生ける神の御子キリ
ストです。」とペテロは告白したのです。イエス様はこ
の告白を喜んだというのを読み進めるとわかります。私
たちは生ける神の御子、イエスキリストを信じていると
いうことを知って行きたいのです。イエス様は神様の
たった一人のお子様です。そして、私たちの信じている
神様は、木や石や金、金属で作られた神々ではありませ
ん。偶像の神ではありません。太陽や月星を、そして私
たちを作ってくださった、私たちの作り主。それが私た
ちの神様です。その神の子がイエス様です。
　　「キリストは「油注がれたもの」
　　「とりなすもの」「救い主」」
　ここで、キリストと言われています。キリストという
のはどういう意味だと思いますか。旧約聖書の「メシヤ」
という言葉。それが、ギリシャ語に訳されるときに「ク
リストス」という言葉に訳されたのです。その、「クリ
ストス」を日本語に訳す時に「キリスト」となったのです。
「キリスト」「メシア」のもともとの意味は「油注がれた
もの」という意味があったのです。それは王様や大祭司
が任命されるとき角に入った油が注がれました。私たち
の信じているイエス様、王の王であられます。イエス様
は天に帰られましたがやがてやって来られるのです。そ

の時は、王の王、主の主としてこの世にやってこられま
す。私たちはその日を待っているのです。その時は十字
架に架かる苦難のイエス様ではなく、本当に統治者とし
てこの全世界を支配してくださる王としてイエス様は来
て下さる。これは何と素晴らしいことでしょう。私たち
はこの王なるイエス様を信じているのですね。そして、
次に大祭司。大祭司というのは「とりなすもの」であり
ます。私たちの罪を神様にとりなしていただく。イエス
様は生きておられて今も私たちの為に祈ってとりなして
いて下さる。ですから、私たちがイエスを信じる信仰に
よって今日救われている。この恵み、祝福があるのです。
キリストというのはもう一つあります。それは「救い主」。
イエス様は十字架に架かって終わりではありませんでし
た。十字架から降ろされアリマタヤのヨセフの新しい墓
に入れられたのです。そして、その墓から３日目の朝、
よみがえられたのです。そして、今も生きておられる神。
これが私たちの信じる神様です。十字架に架けられ墓に
入れられ、３日目の朝によみがえり天に上り神の右に座
し、そして今、私たちにキリストの霊が私たちの心に宿っ
ていて下さる。このイエス様はどんなことでもできます。
私の悩み、苦しみ、痛み、そして病、一切のものをイエ
ス様はその嘆きを取ってくださる。そして、救ってくだ
さるお方です。
　　「あなたは、生ける神の御子キリストです」
　イエス様は救ってくださるのです。どんなものも、ど
んな悪い人でも神様は救いに導いて下さるお方。これが、
イエスキリスト様なのです。私たちはこの方を救い主と
信じているのです。また、イエス様は癒やし主です。病
をいやしてくださるお方です。私自身も食道がんが癒さ
れた経験があります。ちょうど新居浜の教会が出来ると
きに天野先生を迎えて献堂式を行いました。その中で、
私も入院中の病院から駆けつけ、私の為に祈って下さい
ました。祈られている最中に、本当に私をイエス様は癒
やしてくださった。という確信が与えられたのです。そ
してその後、その確信のように食道ガンは完全に癒され
たのです！神様はどんな病も癒やしてくださるお方で
す。ですから、私たちは神を信じて行こうではありませ
んか。イエス様は王の王。そして、私たちの為にとりな
してくださるお方。その神の子イエス様は生きておられ
る。そして、私たちの誠の救い主、癒やし主であります。
このイエス様を信じてイエス様と共に、これからも歩み
続けて行きましょう。イエス様はあなたの神様です。あ
なたの救い主です。あなたの王様です。私たちはこの神
様を信じて歩んで行きましょう。そして、神が生きてお
られる、この素晴らしい恵みを祝福を、そして、自分の
内に成されたことを、ほかの人にも証して行こうではあ
りませんか。イエス様は私たちに素晴らしいことをして
くださった。さらに、神様を、恵みを伝えるときにもっ
ともっと素晴らしいことをしてくださる神様であること
を信じて行こうではありませんか。
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＜10 周年記念について＞
テーマ：感謝と自立
１０周年記念行事について案内を作成しております。こちらに
目を通してご準備頂ければ幸いです。ご不明点などは各リーダー
もしくは 10 周年委員会にお尋ねください。
献金額 432.000 円 / 目標額 1.500.000 円
尊い献金を感謝いたします。


