
聖餐礼拝（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄⅡ）聖餐礼拝（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄⅡ）
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
（12 月 13 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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澤口　明子

　１０周年記念礼拝は本当に素晴らしい恵みの時間でした。そ
んな特別な日はもっと神様に近づけるきがして、心を準備する
ため祈るのですが、先週はブラックホールに落ちたような心で
した。教会に入った途端に、もう疲れた。誰もかまってくれな
い。必要とされていない。私は、だめだ。時々悪くなった時に
でてくるこの思いにかなしばりにあったようでした。感謝は
吹っ飛び最悪でした。トイレで祈ったりしましたが、心は変わ
らず、礼拝は始まりました。私が歌うと人がつまずく。と思っ
て歌いませんでした。その時、純子先生がヴィア・ドロロッサ
を歌われました。この歌は私にとってイエス様の人生を思うと
きに一番深く思い起こせる歌でした。十字架を見上げるように
言われたのです。こんな心なのに、イエス様は見放しませんで
した。私の自己中心な思いはどこまでも出てきます。でもそこ
から救い出すためにイエス様は十字架に架かられました。そし
てゼパニア３章を語られました。いろんな試練や失敗を繰り返
したり、絶望的な気持ちになったときに私は神様に変われと言
われるのは私を嫌っているのではないか、私を否定しているの
ではないかと思ってしまいます。でも、神様は、愛しているか
らこそ、それをするのであって、私を変えるのは神様の愛だ。
そして、どんなに神様が遠く感じられても、神様は私の只中に
いてくださると、そう思えた時、前に進む決心をしました。メッ
セージでは、よきサマリア人のように与えなさいと言われまし
た。でも、私には自分が与えなさいと言われたこと以上に、瀕
死の状態になった私に、どんなことをしても、足りなければもっ
と出します。と言って、癒やしを与えてくださった、イエス様
こそ、私にとってのよきサマリア人であることを感じました。
イエス様と共にいると、無理に絞り出して与えるのではなくて、
イエス様が愛してくれたように人々を愛し、私のすべてを与え
ていきたいと思わされます。本当に特別な十周年礼拝になりま
した。このジェットコースターのような私ですが、みなさまの
励ましになれたらと思っています。　主によって愛しています。
　ゼファニア３：１７
　シオンよ、恐れるな　力なく手を垂れるな。お前の主なる神
はお前のただ中におられ　勇士であって勝利を与えられる。主
はお前のゆえに喜び楽しみ　愛によってお前を新たにし　お前
のゆえに喜びの歌をもって楽しまれる。

  Ⅰテサ４,５Ⅱテサ１～３Ⅰテモ１,2

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　Ⅰ・Ⅱテモテとテトスへの手紙は三書簡は共通
の特質を持っております。「牧会書簡」と呼ばれ
ています。これらは個人宛の書簡ではありますが、
内容はむしろ公的性格を持っており、その大部分
はテモテとテトスの仕える教会の必要を覚えての
ものであり、初代教会の抱えていた問題を特に書
いてあります。牧会書簡から知られるパウロ、テ
モテ、テトスの状況は、使徒の働きの記す 3 回の
伝道旅行及びパウロのローマでの投獄とは別の状
況が思い浮かびます。それはパウロ自身が死を間
近に覚えている点です。釈放の期待を語るピリピ
人への手紙の書かれた際の投獄の状況とは明らか
に異なっています。それ故、使 28 章の記す投獄
の後、パウロは釈放され、新たに機会を得て西方
地域を含めての伝道活動に携わる間にⅠテモテと
テトスへの手紙を執筆し、再び捕えられ投獄され
るに至り、最後の書簡となるⅡテモテを記したと
考えられています。パウロの最後の手紙という観
点から通読し、信仰者として走りきった姿を感じ
ながら読み進めていきましょう。
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（要約者：西嵜　芳栄）

「受けるより与えるは幸い」
ヨハネ3：１６

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　神様の働きがなされていく時に与えるということはも
の凄く大切な要素です。「神は、実に、そのひとり子を
お与えになったほどに、世を愛された。」（ヨハネ 3：
16）と書いてあります。神様は愛のお方ですが、名詞の
愛を私たちに知らせようと思って来られたのではありま
せん。神＝愛で終わらず、神様は私たちを愛されている
という動詞を使ってまさに私たちを愛しておられるお方
だということなのです。
     愛する＝与えるということ
聖書の中に「愛する」という言葉は沢山出てきます。新
約聖書の中では「愛する」という言葉が全部で142回出
てきます。この新約聖書の中で愛するという言葉が一番
多いと思われますが、実は「愛する」という言葉よりも「与
える」という言葉の方が多いのです。「与える」という
言葉は413回出てきます。「愛する」の2,5倍以上「与える」
という言葉が出てきているのです。聖書の中では神様が
「愛された」ということを、「与える」ということを通し
て表したのです。ですから、愛する＝与えるということ
だと言うことが出来ます。旧約聖書にはイエス・キリス
トの文字は何処にも出てきません、しかしイエス・キリ
ストについての予言は創世記から様々な所に出てきてい
ます。アダムとエバの時から既にイエス・キリストの救
済のご計画が始まっています。神様は私たちともう一度
交わりを回復しようと考えられました。ですから神様は
ひとり子イエス・キリストという方を私たちに与えると
いうことを通して私たちを愛するということを示してく
ださったと聖書は語っています。これが聖書の中の真理
です。
　　もうすぐクリスマス
イエス・キリストはこの地上に来てくださって、私たち
と同じように歩み、そして私たちの身代わりとなって十
字架にかかって死なれたお方です。そして、死なれただ
けでなく三日目によみがえられて、そして天にあげられ
たと聖書には書いてあります。イエス・キリストがよみ
がえられたということについては、弟子たちや多くの人
たちがよみがえられたイエス・キリストに出会い証して
います。ただイエス・キリストに出会ったというだけで
なく、「イエス・キリストは命をかけて私たちの罪の為
に死んでよみがえられた」と証し続けたので、今日の私
たちのところまでイエス・キリストが私たちの救い主で
あるということが伝わってきているのです。罪というと、
自分はそんなに酷いことはしてきていないと思われます
が、聖書の「罪」というのは、神様に背を向けて歩んで
いるということについて「罪」と言っています。ですか
ら向きを変えて、神様と共に歩んで行く、神様のほうに
向かって歩んでいくという歩みを始めたら、それは罪を
悔い改め救われて神様と共に歩むということになるので
す。
　　くれないシーズン？！
教会というところは大変素晴らしいところです。教会に
来ると本当に沢山の人から親切にして貰えます。しかし
暫くすると「～してくれない」ばかりの「くれないシー
ズン」がやってくるそうです。何故やってくるか、それ
は教会は「与える」ということが使命であり、学んでい
くのが教会だからです。私たちが教会に来ていつまでも
受けるばかりの自分であるとするなら、それはちゃんと
神様の言葉を聞いていないということになります。でも、
もし私たちがきちんと神様の御言葉を聞いていくとする

ならば私たちは変えられて、何か他の人にしてあげる・
与えるという素晴らしい人生に変えられていくのです。
イエス・キリストご自身が私たちに与えて、そのサンプ
ルを私たちに示してくださっているのです。イエス・キ
リストは私たちに全てを差し出すことを通して尚も大き
な喜びに満たされていた方です。ですから私たちはその
ような素晴らしいサンプルを見て、そして更に神様の素
晴らしい恵みの中に入っていく必要があります。
　　善きサマリア人のたとえ
善きサマリヤ人の話があります（ルカ 10：30～ 37）。
律法学者が、永遠の命を得るためにはどのようにしたら
いいかを尋ねます。するとイエス様が「『心を尽くし、
思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの
神さある主を愛せよ』また『あなたの隣人をあなた自身
のように愛せよ』とあります」（ルカ 10：27）と教えて
くださいます。律法学者たちが「隣人とは、誰のことで
すか？」と聞くと、イエス様が善きサマリヤ人の話をさ
れます。あるユダヤ人が強盗に襲われてしまい身包みを
全部剥がされ瀕死の状態のところを祭司やレビ人は通り
すぎていきます。しかし、普段ユダヤ人に馬鹿にされて
いるようなサマリヤ人が通って、彼に手を差し伸べて手
当てをしてあげます。宿屋に連れて行って、「介抱して
あげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに
払います」と言うのです。そしてイエス様は、会った人
の中で誰が隣人となったのかと聞きます。このところで
二つのことが言えると思います。一つは、隣人を愛する
ということは、その人の為に何かしてあげること・与え
ること、が愛することだとイエス様は明確に答えられた
のです。もう一つは、イエス様はその人に関わり、与え
続けていってあげなさい、それが愛することだと言われ
たのです。
　　与えるものになる
与えるということを通して神様の御業が成されるので
す。教会だけでなく、手を差し伸べなければならない方々
があなたの周りにいるかもしれません。その時に手を差
し伸べてください。与えてください。関わってその人に
与えるということがその人の救いとなり、隣人になって
いくのです。神様はそのひとり子を賜る程に私たちを愛
してくださいました。その実践をイエス・キリストは私
たちに対してしてくださっているのです。その素晴らし
い実践に学んで、私たちは与えるということを更にし続
けていきましょう。

まとめ
　神様は私たちに与える恵みを残してくださいました。
私たちに与えられたものを一部でも分け与えていくと、
それは余るほどにあなたのところに残るばかりでなく、
あなたの周りの沢山の人にその恵みのプレゼントが流
されていくのです。神様は私たちがに蒔く種をも与え
てくださっています。「受けるよりも与えるほうが幸い
である」（使途 20：35）イエス様がしてくださった十
字架を思い出して、与えるものになっていきましょう。
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