
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 15 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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山本　洋子

　毎年この時期になると，音楽発表会で何の曲を演奏さ
せるかが悩みの前の私は神社や仏閣が大好きで、子ども
の頃は社会の資料集の仏像を食い入るように何分も見て
いる仏像フェチでした。備中神楽も大好きで、舞い手に
なりたいぐらいでした。そんな私が、ある出来事を境に、
イエス様の愛に目覚めたのです。
私は、ある種、偶像たちの支配下の中でエリート的な存
在だったかもしれません。でも、年齢も 35を迎える頃、
ボロが出始め、友だちを傷つけたり、訳もないのにイラ
イラしたりという状態でした。何も夢はなく、老後が心
配…そんな気持ちでした。気持ちがいつも不安定…とい
う日々を救ってくださったのは、神様でした。偶像に支
配されていた私は、今、そのような悪と闘っています。
だからこそ、信仰の大盾を持って、少しずつ前進してい
くことが大切です。
エペソ 6.11 ～「悪魔の策略に対して立ち向かうことが
できるために、神の全ての武具を身につけなさい。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、
この暗やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろも
ろの悪霊に対するものです。」
諦めそうになるとき、まあいいか、と自分に負けそうに
なるとき、神様を信じて、勇気を出して１歩踏み出そう
と思います。信じた通りになる！

Ⅱコリ９～13ガラ１～２水13金１

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　ガラテヤ書も使徒パウロによって書かれています。
ガラテヤの教会とは小アジヤの中央高原地域にありま
す。この地域に前 3 世紀以来ゴール人が移住していま
す。パウロは第 2、第 3 回宣教旅行で、この地方を訪
ねています。（使 16：6、18：23）このガラテヤ書は
①論敵である「かき乱す者たち」に直接言及している
部分と②論敵に直接言及していない部分が波状的に繰
り返して書かれている特徴があります。この特徴は、「キ
リスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは
大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事
なのです」（5：6）「割礼を受けているか受けていない
かは，大事なことではありません．大事なのは新しい
創造です」（6：15）とのパウロの主張の中心と一致し
ています。論敵が短期間でガラテヤの諸教会に深刻な
影響を及ぼし得た理由はとしてパウロがエルサレム教
会との関係を無視せず、旧約聖書の基盤に立ち、福音
宣教をなしていたことに根ざすと思われています。ガ
ラテヤ書の特徴は、このような歴史的背景と密接な結
び付きがあります。このことを覚えて通読を進めてい
きましょう。
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（要約者：平澤　瞳）

「真の希望に至るまことの絶望！！」
～メメント・モリ！！死の記憶～　　　　　　　　　　　　　詩１２１：１－８

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　　絶望をどのように考えていますか？
絶望とはどのようなものかを考えたとき、私たちは愛する人に
裏切られることや自分の願ったようにならないこと、人から批
判を受けることなどに対し失望した思いを絶望だと感じていま
す。しかしこれらは聖書でいう絶望とは違うことをあなたは
知っているでしょうか。私たちは日々生きている中で起こった
失望を解決しないでいるとそのことが自分の価値観ととなって
きます。相手からされたことから自分を守り正当化するために
「私はこう生きる」と決断するようになります。しかしそのよ
うな思いは劣等感や羞恥心を自分の心に植え付け、結果それが
あなたを失望へと導き、絶望に至ります。しかし、聖書でいう
絶望はそのようなものではありません。
副題のメメント・モリとは、ある将軍が戦いで凱旋したときに
いつも自分の側近に言わせていた言葉で「死を記憶せよ」とい
う意味があります。これは自分が常に死しに向かって生きてい
ることを忘れることなく、高慢にならず自分を正しく保つこと
を忘れない（＝自己に死ぬ）ということを伝えています。
私たちは死に向かう人生を生きています。そのなかで絶望とは
なにか、真の希望とはなにかを受け取っていきましょう。

　　ニック・ブイチチの希望と絶望
オーストラリア生まれのニック･ブイチチ、彼には生まれつき
手足がありません。彼はそのことで小さい頃から傷つけられ、
自分自身を悲観し失望のなか自殺まで考えました。手足を与え
てくださいと神様に願ったこともありました。しかしそれが叶
えられなくても彼はこの身体は神様が与えてくださったもので
あり、人生何度転んでも起き上がればいい、あきらめなければ
失望に終わらないということに気付きます。そして今、神様か
ら与えられた自身の使命を果たすべく、本物の希望はイエス･
キリストの中にあり、希望とは、あなたの苦しみを神が与える
無限の愛と恵みの中で見出すものだということを世界中の人々
に伝え続けています。

　　１　あなたの望みはどこにある？
　　　　（イザ４０：２８－３１）
　もしあなたが祈ったことが自分の思い通りにいかなくて失望
し、神様から遠ざかるなら、あなたの見る目、望みは神様でな
くこの世のものにあるといえます。クリスチャンでさえときに
教会や隣人、社会に望みをおいてしまうことがあります。うま
くいかないことを相手のせいにしたり、反対に自分を責めたり
していないでしょうか。思ったとおりに行かないことで躓いて
いないでしょうか。そのことで神様の元を離れてしまう人も中
にはいるでしょう。しかしそれで永遠の命を損じるならもった
いないことです。困ったときこそ本当のあなたの目的を見つけ
るチャンスです。ブイチチも初めは自分の身体に不満で生きる
喜びもなかったときがありました。しかし真の絶望を見出した
彼はイザヤ 40:28-31 にある『･･･主を待ち望む者は新しく力を
得、鷲のように翼をかって上ることができる。･･･』という本当
の希望を見出すことができました。以前メッセージで語った松
下幸之助も苦しみの中で人となることを学んだと言っていたよ
うに、私たちは中途半端な生き方をするのでなく、この世に完
全に絶望し、新しく主によって生まれ変わる必要があります。
ガンによって声を失ったところから復活したベー･チェチョル
さんも本当の絶望を経験し、本当の希望を見出すことができた
人の一人です。主に頼るならその人の絶望は絶望のままで終わ
らず、本当の希望になるのです。そしてそれは周りの人を変え
る力となります。それはその人の見る目線が変わったからです。
あなたは何を見ていますか？私たちがもし山に向かって目を上
げ、助けがどこから来るのかを祈ることができるなら人生を変
えることができます。しかしこれはよい状況の時にはなかなか
気付けるものではなく、困難のときにこそ気付けるものです。
神様はあなたに罰を与えたり試練を与えられる方ではありませ
んが、そのような状況になることを赦されることがあります。
それは自分たちがはずしている的を元に戻すためです。目に見
える状況に絶望するのでなく、向きを変えて出発しましょう。

　　２　真の絶望　help＆hope
　私たちは人間的な力で希望を得ようと思っても疲れるだけで
諦めて終わってしまいます。神様は助けを求めるものに希望を
与えてくださるお方です。ですから私たちがしなければいけな
いことはただ神様の前に出ることを選ぶということです。
私たちは自分から茨の道を歩んでいる時になぜここを通らされ
るのかと不満をいい失望することがあります。確かに神様はあ
なたが立って歩けるようにされますが、それは決して楽をさせ
るためではありません。神様はよろけず歩けるように力を与え
てくださるように、自分を大事にし戒めること、つまり自身を
管理するように願っておられます。ですから神様が与えてくだ
さっている目的を果たしていきましょう。そのために、真の絶
望と向き合わなければいけません。それは、私たちが生まれた
ときから「死」に向かって生きているということです。死が絶
望の究極であり、私たちは死と向き合わなければいけないので
す。しかし、私たちはこの世で自分の願いが叶わないことや病
を負ったことなど、環境や状況、恐れや痛みなどの感情からこ
れが絶望だと勘違いしている人がどれだけ多くいるでしょう
か。これらは世の中に目がいくときに感じる偽りの絶望である
ことに気付かなければいけません。神様は私たちに希望という
陰に絶望があることを伝えています。あなたの目がこの世に向
いているならば、本当の絶望である死に目を向けましょう。そ
して私たちはイエス様が十字架によって死を贖ってくださって
いること、イエス様を信じることは死で終わらないということ
を信じて歩めばよいのです。神様は私たちに喜び楽しむことを
望まれています。そして間違った道を歩んでいるならそこを悔
い改めて同じ道に歩まないようにすることを願っておられま
す。しかしそのような中で、自分の願いが聞かれないときには、
それがなぜなのかを考えなければいけません。そこからなにか
を学ばなければいけないのです。そこには人間的な価値観では
考えられない神様の思いがあります。私たちは一人ひとり使命
と計画をもって作られました。みんな違うのですから未だに人
と比較して生きる人生を歩んでいるならば、それをやめなけれ
ばいけません。このことは偶像礼拝や殺人とも同じ罪だからで
す。私たちは死に完全に絶望しなければいけません。私たちは
死をコントロールすることはできないのですから、私たちは死
に至る身体で死に至るまで熱心に生きなければいけません。自
分に死に神様があなたのうちで生きることができるように、目
線をこの世から真の絶望に向け、主に助けを求めていきましょ
う。

　　３　伝えよ！！
　
　私たちの教会は 10 周年を迎え、感謝と自立をテーマに歩ん
でいます。神様はあなたに目的を与え、望みを与えてください
ました。そんなあなたは一番身近な隣人に目を向けていく必要
があります。今、その人はこの世に絶望していないでしょうか？
私たちが絶望しなければいけない相手に隣人がいるのです。あ
なたが神様のこと、福音を語らずして滅びてしまう相手はいな
いでしょうか。もしいて滅びるならその血の責任はあなたにあ
ります。この世に対して絶望している人をそのままにしておい
ていいですか？あなたが先に神様に出会った人に神様の元へつ
れてきてもらったように、今度はあなたがする番です。神様に
出会うなら全ての人が希望を持てる、そのためには一人ひとり
の愛のある行動が必要です。Ⅱコリ 5:17-21 にあるように神様
は和解の言葉をあなたに授けられているのですから、あなたは
イエス様の香りを放って伝えていきましょう。

さいごに
　自分の死に目を向けていきましょう。死がいつくるか私たちに
は分からないのですから、それが明日くるかもしれないというこ
とを受け入れ、生きている間に良い実が結べるように神様に助け
を求めましょう。私たちは有限の中で生きています。ですから人
の目を気にして、この世のものに目を向けて生きるのではなく神
様に目を向けて生きましょう。信じてあなたが変わるなら、神様
によって周りの人々の人生を変える力となるでしょう。
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10 周年記念式典
inｱｰｸﾎﾃﾙ

10 周年記念礼拝
＆パーティー

＜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。


