
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 22 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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中山　英子

　先週のメッセージで「あなたの弱い部分は？」
という質問に私は単に頭だと思い答えました。そ
の口の動きをみて先生に「英ちゃんは頭と答えた」
とみんなの前で言われたのですが、そのことを聞
いたある男の子が礼拝の後、私のところに来てこ
んな会話をしました。
「英ちゃん、本当に頭悪いの？」
「そうよ。」
「小さいときから？」
「そう、小さいときからずうっとだよ。だからここ
へ来てお勉強するんよ。」
そう言うと男の子は可愛い目つきで「ほーん。」と
言いました。
その姿を見て私はすかさず、その子を引き寄せて
抱きしめて涙したのでした。
その子が私を心配し、私の心に寄り添ってくれた
ように感じ嬉しかったからです。
そんな姿を見て私も『喜ぶ者と共に喜び、泣く者
と共に泣きなさい。』、『あなたの隣人をあなた自身
のように愛せよ。』というみことばをもって隣人に
寄り添っていきたいと思いました。

ガラ３～６ エペソ１～３ 水 6金2

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今週はエペソ人への手紙について書いていきます。
この手紙を書いた時、パウロは囚人でした。使徒の働
きによると、パウロの生涯には少なくとも 4 回の入獄
体験がありました。①ピリピ（使 16：19 - 40）、②エル
サレム（同 21：27 - 23：30）、③カイザリヤ（同 23：
31 - 26：32）、④ローマ（同 28：16 - 31）主題や内容
がコロサイ人への手紙と類似していて、両書は相前後
して同じ所で書かれたと考えられています。こうした
点から、本書の執筆場所はローマであったとされてい
ます。この時期、コロサイの教会に異端が起り（①グノー
シス的思想②ユダヤ儀式主義③ユダヤ御使い礼拝④禁
欲主義）、教会内に混乱が生じました。取り急ぎコロサ
イ人への手紙を書き送ることにしましたが、問題はコ
ロサイに限ったことではなく、周辺の諸教会にも同様
の手紙を送る必要を覚え本書を書くに至った、と考え
られています。エペソの手紙の主題は「神による新し
い共同体」、すなわちキリストこそ万物の中心であり、
いかなる国・環境に育った者も、キリストにあって一
つに集められるという神の計画を示すものとなってお
ります。今週も通読を進めていきましょう。
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（要約者：行司　佳世）

「だまされるな！！」
～あなたの中心にもう一度神さまを！！～　　　　　　　　　創世記３：１～４

スモールファミリー

誕生者のお祝い

世の中には、どっきり企画ではなく、本当に人を騙
すような悲しい出来事があります。この世界で一番
最初に騙されたのは誰でしょう？アダムとエバで
す。アダムとエバはいつも神さまと心で繋がってい
ました。それを悪魔は妬んでいて、アダムとエバを
神さまから離そうとしました。それで、神さまは園
の中央にある木の実を食べると「こころ」が死ぬと
伝えていたのを悪魔は「からだ」は死なないと言う
意味を含ませて、騙したのです。しかし、悪魔の言
うことを信じて実を食べることを選んだのはアダム
とエバです。そして、本当は悪いことをしてしまっ
た、悪かったと思っていたのに素直に「ごめんなさ
い」をするのではなくて「あの女が…」「蛇が…」
と人のせいにしてしまったのです。今日のメッセー
ジは「だまされるな！！～あなたの中心にもう一度
神さまを！！～」という題です。今、私たちの心の
中心は自分なのです。自分が中心になると次のよう
になってしまうのです。
　　①私は悪くない
　自分が心の中心になると一番最初に思い浮かぶの
は「私は悪くない！」です。アダムも言いました。「あ
なたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から
取って私にくれたので、私は食べたのです。
(3:12)」と神さまが自分のそばに置いた女のせいだ
と人のせいにしたのです。次にエバも「蛇が私を惑
わしたのです。それで私は食べたのです。(3:13)」
と蛇のせいにしました。しかし蛇は「食べても死な
ないよ」と言っただけで「食べろ」とは言っていま
せん。食べる決断をしたのは自分自身なのです。だ
から自分の罪がバレた時、自分を守るために「私は
悪くない」と言ってしまうです。また、悪魔も私た
ちを騙して誘惑しておきながら「私は、○○しろな
んて言っていない。私は悪くない。お前が自分で決
めたんだろう」と言います。悪魔と同じ事をしてい
て良いのでしょうか？だから、今日からは「自分は
悪くない」を捨てて歩みましょう。
　　②「人のせい」
　「私は悪くない」の次にすることは「人のせい」
です。でも私たちは、自分が罪を犯した時、人では
なく自分自身が悪かったことを充分知っているので
す。だから、次に心に浮かぶのは…
　　③どうせ私は…。あの人よりは…
　「どうせ私はダメなのよ」と自分否定をしてしま
います。アダムとエバの子どものカインとアベルは
どうなったでしょうか？カインは土を耕す者、アベ
ルは羊を飼う者になっていました。ある時期になっ
て神さまに捧げものをする時、カインは、地の作物
から主へのささげ物を持ってきましたが、アベルは、
羊の初子の中から、それも最上のものを持って来で
捧げました。だから神さまは、アベルの捧げ物に目
を留められました。それを知ったカインは嫉妬して
アベルを殺してしまいました。「どうせ私は…」と
思った次は「でも、あの人よりは…」と人と比較し
て自分を優位に保ちたくなるのです。だから、ブラ
ンド品で身を固めようとしたり、格好良い服を着た
い、力任せに勝ちたい・強くありたいと思ってしま

うのです。しかし、このような相手を愛さない自分
中心の心は不要です。ですからこれらを捨てるため
に…
　　ごめんなさい。何が悪いのか？私はここが弱い。
　
　悪いことをしてしまった時、「ごめんなさい」を
言う前に「何が悪かったから」ごめんなさいなのか
を考えましょう。また、子どもを叱る時に「お前が
悪い」と理由もなく叱るのはやめましょう。私たち
は、何が正しい答えでどう行動したらよいのかを本
当はよく知っています。しかし、それ ( 罪 ) を認め
てしまうと、自分の存在理由がなくなってしまうか
ら認められないのです。自分の弱いところは？知っ
ていますか？私たちは、冷静な時は正しい判断が出
来ますが、自分の弱いところを突かれると、冷静で
いられなくて正しい判断が出来ずに間違った選択を
してしまいます。弱いところを突かれると傷つくか
らです。だから、その弱さを認めればいいじゃない
ですか！私たちは神さまの最高傑作です。弱いとこ
ろは克服できます。私たちには神さまがいます。神
さまに教われば出来るのです！だって…
　　見かけによらない、すごい力がある！
　みなさんには、見かけによらないすごい力がある
んです！！みんな、人それぞれ違います。でもぞれ
ぞれにすごい力・能力があるのです。やれば出来る
のです。私たちにはすごい力があります。でも今は
そのすごい力が出せないようにされています。なぜ
かというと、「自分たちの弱いところが認められて
いないからです。自信が無いからすごい力を発揮す
る行動が出来ません。悪魔は、すごい力を発揮させ
まいと自信が無くなるように、私たちのプライドだ
けを残して自信を奪ったのです。しかし神さまは、
私たちがそうできるように創造されています。だか
ら素直に「私はこの部分が弱い」と認めて前進しま
しょう。
　　教会で共に…
　
　弱い部分が出来たのは、私たちのせいではありま
せん。悪魔が、私たちのすごい力を発揮させまいと
失敗の種を蒔いたのです。教会は、その種を取り除
く場所です。イエスさまは、私たちのこの傷ついた
心を癒すために十字架にかかられました。教会に十
字架があるのはこれに力があるからではありませ
ん。自分のために悲しみを背負って死んだ人がいる
と言うことを忘れないためにあるのです。イエスさ
まは、アダムのように人を指さして人のせいにしな
いように手に杭を打たれました。イエスさまは私た
ちが素直に弱さを認めて「でもイエスさまがこの弱
さを赦してくれました。だから少しずつ変わります。
前進します！！」と強さにかえるために十字架にか
かられました。それを行うのが教会です。だから、
教会でみんなと共に弱さを認めて「イエスさまは私
を変えてくれる」と宣言して前進しましょ
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周年記念行事がいよいよまじかにせまってきました。たく
さんの方をご招待頂き、楽しい会にしたいと思います。本日招
待状をお持ち帰りください。

献金額 477.000 円 / 目標額 1.500.000 円


