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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
（2月 28 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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　教会に来て早 5年が過ぎました。最初教会に来
るきっかけになったのは「じょいふるきっず」に
行ったことです。もちろん若き頃の自分はそれを
「遊び」としかとらえていなかったのですが、ある
日、終わった後に、「教会に行ってみない？」とい
うお誘いがあり、何も考えずに行きました。今と
なってはこの出会いにもすべて神さまの計画であ
るということをかみしめています。行ったその日、
「あ、楽しいかも」そこからほぼ毎週。しかし自分
の中では「遊ぶところ」という印象が一番強かっ
たのです。しかし礼拝に出て先生の話を聞くよう
になっていくと、「神様はこんなことをしてくれた
んだ。素晴らしい人だ」と自然に心を向けていく
ことができるようになりました。先生が言う「教
会は宗教をするところではない。１週間の出来事
を改めるところだ」という言葉も好きです。たく
さんの人と話しをしててその中で新たな自分を発
見したり、自分の良いところを見出したりする。
みんな家族である。この教会のとてもいいところ
だと思います。

使徒の働き２０：３４～３５
 あなたがた自身が知っているとおり、この両手は、
私の必要のためにも、私とともにいる人たちのた
めにも、働いて来ました。このように労苦して弱
い者を助けなければならないこと、また、主イエ
スご自身が、『受けるよりも与えるほうが幸いであ
る』と言われたみことばを思い出すべきことを、
私は、万事につけ、あなたがたに示して来たのです。

今まで受けてきたことを少しずつ与えていけるよ
うになりたいです。

  創４～１０　水７金９

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
創世記に入りました。書名は創 2:4 に「経緯」と訳されてい
る言葉です。ギリ シャ語ではゲネシス（誕生，起源，発生，創始）
に由来する言葉です。しかし原 本には題がなく、古代の書
物によくある冒頭の語「初めに」が書物の題がされて きま
した。著者について聖書に直接には触れられていないが，旧
約聖書の最初の 5 つの書物の成立にはモーセが大きくかか
わっています。内容を大きく２つに分 かれます。1-11章には，
天地万物の創造，人の創造からアブラハムの父テラの世 代
までのことが，イスラエルの前史として記述されています。
12-50章には，イ スラエルの民の誕生の次第が，アブラハム，
イサク，ヤコブへの神の契約の進展 の中で記述されています。
この時代は神さまが創造した被造物の中から神さまを 見出
す “一般啓示” によって神を知ることが多く、霊の部分で神
を感じることや書 物での示される（現代の聖書のような）“特
別啓示” とよばれる方法は稀な時代で した。日本は一般書
店でも聖書が売られている時代にもなり、世界のベストセ 
ラーともよばれる時代になっていますが、「その日、わたしは、
この地にききん を送る。パンのききんではない。水に渇く
のでもない。実に、主のことばを聞く ことのききんである。（ア
モス 8:11）」とあるように主のことばは近くにあるの に届い
ていない時代であることも感じます。私たちは神さまのこと
ばが多くの人 に届けられるように祈りつつ、聖書通読をし
ていきたいと思います。聖書通読を 目指していきましょう。 
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（要約者：平澤　瞳）
（２月１４日）

「望み！！」
～あなたはどうなりたいですか？～　　　　　　　　　　ローマ８：１８－３０

誕生者のお祝い

 　　あなたには望みがありますか？
　
聖書の中には戦いや苦難の中にあっても望みを抱き生き
た人と、望みを捨てて生きた人の人生が書かれています。
そして、望みに生きた人には祝福が、そうでなければ滅
びが約束されました。しかし神様は私たち人間を愛して
おられ、滅びを選んだ人が滅びないようにとイエス様を
この地に送ってくださいました。イエス様の犠牲、神様
の愛を知っている私たちは聖書から何を受け取ったらよ
いのでしょうか。それはあなたが神様から愛されている
ことを確信し、本当の自分の姿に戻ることです。いろい
ろな問題にぶつかるとき、あなたは人のせいにすること
なく、解決を神様に委ねることができているでしょうか。
そして望みを持って神様に祈っているでしょうか。幻の
ない民はほしいままに振舞う、と聖書にありますが、目
的や夢、希望がないと私たちは自分を制することなく好
き勝手に生き、自分をだめにしてしまいます。そんな自
分を変え、あなたのうちに望みがあるか、あなたの望み
は何なのか、あなたはどう生きるのかを今日探っていき
ましょう。
　聖書にベテスダの池のところにいた寝たきりの男とイ
エス様が話をしている箇所があります。イエス様は彼に
「どうなりたいか」を問います。しかし男は自分には誰
もベテスダの池に入れてくれる人がいないから病気が治
らないという質問とかみ合わない理由を述べます。あな
たも神様から望みを聞かれているのに、できない理由を
ならべていませんか？また、もし今自分は艱難のなかに
ある、訓練を受けていると感じるならば、逃げずにそれ
を受け入れましょう。この訓練のときには間違うことが
あってもいい、ここでどれだけ信仰をもって神様の計画
に従って歩めるかのほうが大事です。自分と向き合い、
相手と向き合い、どんな状況でも自分が以前の生き方を
捨てて新しく変わることでどんな将来が待っているかを
神様の前に出て望みましょう。そして信じて願ったなら
それがすでに叶えられていると信じましょう。また叶わ
ないときは、落ち込まずなにかを調整する必要が自分の
中にあることを知りましょう。
　　　　
　　①望みの回復　発言と価値観
　
　望みはあなたを元気にするものです。私たちは神様に
求めるとき、今何をすべきかを与えてられます。そのと
き大事なのは、自分の今まで生きたなかでの経験や価値
観を捨てることです。私たちが神様の前に出るとき、あ
なたには今までの価値観でない新しいあなたの価値観を
教えてもらえます。それをどうするかにかかっています。
もしあなたのうちにたった１％の悪い部分があってそれ
があなたの良いすべての部分を打ち消してしまうなら、
あなたはそれを取ろうと思うでしょう。古い価値観とは
そのようなもので、恐ろしいことにそれを持っているだ
けで、なにか嫌なことが起ると神様に願うことをやめさ
せ、望みを取り去り夢も希望も持てなくさせ、自分の全
部がだめなようにさえ思わせます。しかし神様が伝えた
いのは、もし今まで間違えていたのなら、今それを直せ
ばいいということです。今まで当たり前と思ったことは
当たり前でなく、そのときそのときのベストを選び保ち
ましょう。目に見えないことに望みを描きましょう。神
様が言われる「どうなりたいか」という思いを意識して
望みを持って行動してみましょう。

　　②望んだら信頼する！！　条件遂行
　
　信頼するとは信じて頼るということですが、あなたは
今まで誰かに頼んだ事柄を、頼んでおきながら結局自己

流に進めてしまった経験はないでしょうか。もしその相
手が神様だったなら、神様が解決されようとしていたこ
とをあなたが壊していたことがあるかもしれません。も
しあなたが神様に祈り求め頼るなら、その答えが時に自
分の気に入らないものであったとしても従わなければい
けません。言うこと聞かないなら意味がありませんから、
条件遂行しましょう。聖書に書かれている事柄も、もし
あなたが従うならあなたに答えるというように、条件付
きになっています。ですから、私たちも「せよ」と言わ
れたことを信頼して行いましょう。
　
　　③受け取る準備～方法を変える～
　
　カナダの女性実業家であるミシェルさんの話。彼女は
15 歳で望まない妊娠をし、そこから人生が大きく変わ
ります。両親との関係が壊れ学校も退学となり、自分を
裏切った人たちへの復讐と自暴自棄によりすさんだ日々
を過すようになったのです。しかしそのような中で１人
の友が彼女のために祈り、教会に誘ってくれました。そ
の結果、彼女は苦しみや許せない気持ちを癒され、親子
の関係を回復し、素晴らしい男性と出会い結婚します。
しかし夫婦で営む会社が成功するも結婚後わずか数ヶ月
で夫は病に冒されます。彼女の生活は豪邸からワゴン車
になり、ブランド物もすべて売り払いビニールバックに
なりました。信仰を持ってもこのようなことが起るのか
…彼女はそう思いましたがそのような中にあっても神様
を信じ祈ることをやめませんでした。すると彼女に神様
は大丈夫と答えてくださいます。彼女は懸命に夫を看病
しながら会社の立て直しを計ります。夫は天に召され葬
儀のときでさえ会社を奪おうとする人も現れますが、彼
女は夫と築いた会社と従業員を守るため、神様に祈って
耐え抜きます。そして今、カナダで 3 位の会社となり女
性実業家として活躍されています。そんな彼女のもとへ
同じような状況の人たちがたくさん相談に来るそうで
す。そんなとき彼女は一人の友の祈りが自分を支えたこ
とと、次のことを語ります。
「ワゴン車の中で暮らしていたとき、私の手提げはビニー
ルのゴミ袋でした。今はルイヴィトンです。しかし大事
なのはバックの中身です。人生にはいろいろなことが起
こります。何が起こるかは自分では選べません。しかし
バックの中に何を入れて持ち運ぶかは自分で選べます。
私は昔も今も同じものを入れて持ち運んでいます。それ
は神への揺るぎない信仰と確かなる希望と無条件のアガ
ペの愛です。これはもらったものです。」
クリスチャンの生き方はこのようなものです。問題があ
り乗り越えられないと思えるときはあっても、あきらめ
ずにいれば必ず解決されます。あなたの心のカバンの中
には何が入っていますか？希望ですか、それとも責任転
嫁ですか。これからあなたの心に大切なものがいつもあ
るように、あなたが願っていることが今来てもいいよう
に、望みをもっていつでも受け取る準備をしておきま
しょう。
まとめ
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はこうなりたい」と心に留めておく必要があります。
もし今、艱難の中にあるならば喜びましょう。それは
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す。できない理由を並べるのでなく、良くなりたいと
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日を大切にし、神の時を刻んでいくことができるよう
祈り、信仰によって歩みましょう。
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