
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
（3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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　私は今まで何度か、危険な目に逢い
ましたが、その都度難を逃れ助けられ
てきました。
　この事は、神が私に「やるべき使命
があるよ、まだまだ生きていなさい」
と言って助けて下さったのだと心から
感じ感謝しました。私に神から与えら
れた使命とは・・・それは、イエスの
大きな愛に癒され、生まれ変わり、受
けた愛を流すことだと思います。
「愛は寛容であり、愛は親切です。また
人をねたみません（Ⅰコリント１３：
８）」
　何もできない私ですが、何時かは私
のそばにいるだけで、安らいだ気持ち
になれるような人になり、何時も笑い
の絶えない私でいるようになり、自分
が変われば周りも変わることを信じて
生きていきます。

  創 18～24　水21金23

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　聖書人物の中でも重要な人物になるアブラハムに
ついて書いていきたいと思います。アブラハムは「テ
ラが死んで後」に神様に語られたように書かれてい
ますが、12 章 1 - 3 節を読むと主の言葉はカルデヤ
人のウルで最初にアブラハムに語られたものであり
ました。そして父テラの死に際し、もう一度アブラ
はムに与えられました。神が示された地はカナンの
地であったが、彼はそれがどのような地かは知らず
に信仰によって出かけていきました。そして大事な
ことはアブラハムへの神からの約束です。その 1 つ
は、アブラハムの子孫が大きな民になるということ
です。もう 1 つの約束は、アブラハムの子孫によっ
て地上のすべての民族が祝福を受けるということで
す。「アブラハムによって」は 22：18 では「アブラ
ハムの子孫によって」、26：4 では「イサクの子孫
によって」＝「アブラハムの子孫によって」、28：14
でも「ヤコブ、すなわちヤコブの子孫によって」＝「ア
ブラハムの子孫によって」と考えていきます。信仰
によって私たちはアブラハムの子孫です。このアブ
ラハムの約束は私たちにも与えられた約束であると
信仰を持って進んでいきたいと思います。私たちは
神の祝福を受け継ぎ、流していくようになりましょ
う。
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「主を待ち望む！！」
～あなたは誰に頼りますか？～　　　　　　　　　　イザヤ４０：２６～３１　

誕生者のお祝い

　　私たちの心の中に住む二つの種類
　みなさんの中でお話が好きな人はいますか？私たちは話すことが
大好きです。しかし、クリスチャンにとって大事なことはしゃべる
ことよりも聞くことです。私たちは、相手が言うことが正しいとは
分かってはいます。ですが、それを行うことがなかなかできません。
　クリスチャンはそのこととの戦いです。人生日々、「私はこうあ
るべきだ」という思いから、いつもその現実と戦わなければなりま
せん。本当はやさしい言葉を語りたいのに、良くない言葉を語って
しまうことがありますよね。本当はどちらかしかないのに両方をい
つも持っています。多重人格なのでしょうか？神様はなぜ律法を
作ったのでしょうか？本来、二重人格のあなたはいないのです。と
ころが私たちの心の中にはいつもその二つ種類が住んでいるので
す。「それを認めさせるため」だったのです。自分に問題があるこ
とに気が付くと私たちはどうなるでしょうか？ほとんどの人は落ち
込みます。「私はダメだ。できない。」　イザヤ書４０：２６「つま
づき倒れる。」このことにばに思いを覚えて聞いていただきたいの
です。

　　みなさんの人生でつまづきはどんな時に
　　 起こるのでしょうか？
　人間は生きている中で８５％以上、人の言葉からマイナスの否定
的なメッセージを受けて生きています。しかし、私たちはそのマイ
ナスの状況の中で生きていかなければなりません。どうやって自分
を元気にさせ、生きていけば良いのでしょうか？「現実をみなくす
る自分」を作らなければいけなくなります。なんとかして回復した
いという思いは自分に向いてきます。クリスチャンもいつも、どう
やったら神様に受け入れられるか？どうやったら正しいと言われる
のか？立派なクリスチャンと言われるように頑張るのです。クリス
チャンではない人も、「どうやったら。どうやったら。」と自分に鞭
を打って働くのです。聖書に出てくる、神に愛された人はそうでは
ありません。単純なことをした人です。
　　あなたは誰に頼りますか？
　ほとんどの人は「神様」と言います。ところが現実は「自分」に頼っ
ているのです。失敗すると自分を責めませんか？自分に頼っている
証拠です。上手くいかないと自分を怒りませんか？そしてその自分
に向ける思いが大きければ大きいほどその思いは人に向いて行って
しまいます。「責任転嫁」です。アダムとイブはどうでしたか？本
当は悪いと分かっているのに言ってしまったのです。「俺は悪くな
い！」そしてその後に「やっちゃった。。。」
　　私たちの心の中に聖書がなぜ律法を
　　書いたのでしょうか？
　「あなたにそういう要素があることを伝えたかったのです。」別に
あなたを裁きたかったのではないのです。アダムとイブの子孫であ
る私たちは「何でも人のせい」です。「私は悪くない」「散々な目に遭っ
ていい加減にしてほしい」と思ってしまうのです。しかし、そのよ
うなあなたの心に「あなたにも間違いがあるじゃないの？」という
ことを伝えたくて神様はわざわざ聖書全体の７割以上を通して「人
間がどれだけろくでもないか」を伝えているのです。これを読んで
まだ、「自分は正しい」と言える人がいるのでしょうか？聖書で伝
えたいことは何ですか？「義人はいない。一人もいない」それだけ
伝えたいだけです。それでは「義」とは何でしょう？漢字のごとく
我の上に羊を置いた人の人生です。義人というのはイエス様を上に
置くことでしかなされないのです。イザヤという予言者が神様の前
に人がどのように歩むべきか、そして、イエスキリストが来られて
ローマ人に対して、また、ユダヤ人に対して、神様を待ち望んでい
た民がイエス様が来られて彼を見て受け入れられなくて十字架に架
けてしまった。その彼らに対して、どうして彼らが救われなかった
か、そして、どのようにすれば救われたかのかを伝えたのがローマ
人への手紙です。ダーツをやったことがありますか？私たちの人生
はいつもこのようなものです。100 打てば当たると 100 打って当
たらない、的を外しまくって生きているのです。サウロもそうだっ
たのです。熱心でした。律法を破ったことがない。しかし、何かが
ずれていたのです。彼らは熱心だったが何かを変えていったのです。
　　①　認識（知識）の土台
　ローマ１０：２－１１　認識の土台を持っていますか？やる気の
ある人は世の中に一杯いるのです。いろんな所へ行って頑張ってや
りたいのです。でも、うまくいかないのです。空回りが起こるのです。
どうして空回りが起こるのか？知識（価値観）がなかったのです。
価値観がずれていたのです。だから正義を貫いてしまうのです。怖
いことに価値観がずれている人は人に正義を振りかざそうとしま
す。なぜかというと、聖書が伝えたい認識は「私たちが間違っている」
ということなのです。認識がずれている私たちが自分を守るために
することは、「自分が正しい」と言うしかないのです。ですから人

の話が聞けません。教会に来てメッセージを聞いても、現実問題と
して人のせい、会社がと言っていては意味がありません。教会は自
らの罪を見つけようとする人が来るところです。自分が正しいとい
う人はあまり来ても意味がありません。教会は自分が正しいと思っ
ていた人が教会に来ることで、「自分にももしかしたらこういう間
違いがあったかもしれない。」そして、世の中ではそれで終わって
しまいます。教会はそこからが違います。そこから教会は、「主に
寄り頼め」と言っています。これが不思議なことなんです。ダビデ
はどうしようもないとき「山に向かって目を上げよ。私の助けはど
こから来るのか。」と言ったのです。なぜパウロの人生が変わった
のでしょう？「自分が間違っていた」ことを知ったのです。自分の
知識がずれていたことを認識したのです。教会に来るのは、この自
分が正しいと思っていた思いが変わる場所なのです。知識が間違っ
ていると知り、そして、知識が新しくなると、今度は「知恵」が必
要になってきます。これが主の助けなのです。みなさんは、感情を
コントロールできないと言われますが、それはしゃべっているから
です。感情をコントロールするためには、しゃべるあなたの感情を
黙らせないといけません。あなたが騒ぐ心の中であなたが「だまれ」
というだけです。「聞くこと」を第一としなければいけません。そ
して、体にも「止まれ」と言わなければいけません。人間関係で失
敗するのは「黙れ」と「とまれ」ができないからです。「神様助け
てください。」これをやらなければいけません。そうすると神様は「こ
うしなさい」と教えてくれます。その答えが「知恵」なのです。正
しい言葉に耳を傾けて、だから主を待ち望まなければなりません。
そうすると自然に力が抜けて的をスパッと射貫けるのです。私たち
は霧で何も見えません。だけど見えている人がいるのだから教えて
もらったらよいのです。神様は目が見えるようになったところは自
分がやりなさい。と言われます。全部やってくれるわけではありま
せん。しかし、方向が見えていない私たちに見えるようにしてくれ
るのは神様です。みてる人にとって見えているものがどちらなのか
教えることは簡単なことなのです。だけど、教えてくれているのに
信じない。信じないで間違った方向に行って、頭をぶつけて「なん
でこんな目に遭うんだ」と言っているのです。
　　②　目の前に宝が
　聖書が教えているのは、「あなたの中に正しい答えがあります。
どうすればよいですか？」と、「主に寄り頼め」とシンプルに言っ
ているのです。「今、悩んでいます。戦っています。腹が立っています。
どうすればよいですか？」神様はあなたに上手くいく方法、楽にな
る方法を伝えたいだけなのです。そして、あなたが難行苦行するこ
とをイエス様が引き受けてくれました。もう終わったのです。です
から、私たちは、「自分たちを止まらせること」「山に向かって目を
上げよ」と自分に言うだけです。
　　③　つまづきに注意
ローマ９：３０－３３　私たちは、小さな石、つまづくかなくて良
いものにつまづいているのです。イエス様は小さな石で汚い馬小屋
に来られたのです。それが礎石になったのです。私たちの信仰生活
もそのようなものなのです。小さなものが集まって大きなことをさ
せる力にしたのです。なのにあなたは小さなものにつまづこうとし
ています。あなたがその土台に繋がれば揺るがされることはありま
せん。私たちの心の中に住む二つの種類
まとめ

「神様に向かうとその覆いは取り除かれる。そして、あなたが変える
力になるのです。」詩編６２：５－８　
　ダビデが変ってイスラエルの国は変わりました。あなあが変ればあ
なたの周りは変わります。神様は良いことをしたいのです。あなたの
人生を変えたいのです。主に寄り頼めば良いのです。みなさんはどち
らを選びますか？「その時、主よ助けてください」と祈りましょう。
そうしたら、神様はあなたの人生を変えることができるのです。あな
たの人生を変えるのですよ。変わるのです。あなたの目の前の問題が
あなたを通して解決するのです。あなたの代わりに手を足を失い鞭う
たれた人がいるのです。あなたの為に命を懸けた人がいるのです。だ
から私たちは今、その人に義足を作ってもらって立っています。あな
たも確かにつらかったでしょう。あなたも確かに苦しかったはずです。
あなたも確かに歩けなかったかもしれません。だけど、彼はあなたが
立てるように奇跡を行ってくれたのです。あなたはもう立てます。そ
して、何をせよと言っているのですか？鞭叩いて頑張れと言っている
のではありません。ただただ、「私を見なさい」と言っているのです。
あなたがもし目を上げれば、あなたの助けは、どうすればよいかは神
様が教えてくれます。クリスチャンであることを無駄にしないでくだ
さい。聞けるチャンスを逃さないでください。信仰は聞くことに始ま
り、聞くことはイエスキリストによるのだと書いてあります。今日是
非聞いてほしいのです。
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