
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
（3月 20 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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高橋　奈津江

　一昨日夫の転勤と引越しが決まりました…
と、二年前も同じコラムを書きました。転勤
はないのではという予想とは違い、今回も一
週間のうちに引越しますが、まだ引越先が県
北か岡山市南方面か決まっていないので、引
き続き神様の御心になるように祈っていると
ころです。子どもの転校やわたしの年内復職
や教会に通えるかなどを考え不安に陥りそう
になるとき、神様が共にいてくれて良い物を
与えてくださると信じて平安でいられるので
感謝です。子どもたちの転校の寂しい思いに
は「教会のお友だちがいるから、引越先では
神様を信じてゆっくり友だちを作ればいいよ」
と安心させることができ、神様と教会の家族
のいる恵みに感謝です。初めは、わたしの転
校を繰り返した傷から、子どもの幼なじみを
作りたくてタンポポクラブに行くようになり
教会へ導かれた恵みに感謝です。
ヨハネ 14：27「わたしは、あなたがたに平
安を与えます。わたしがあなたがたに与える
のは、世が与えるのとは違います。あなたが
たは心を騒がしてはなりません。恐れてはな
りません。」
マタイ 7：11「天におられる父が、どうして、
求める者たちに良いものを下さらないことが
ありましょう。」

  創 25～31　水28金30

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今週はイサクを取り上げてみます。イサクの名の意
味は「彼は笑う」という意味です。イサクの誕生のこ
とを主の使いに告げられた時、アブラハムは笑いまし
た。（創 17：17）後に妻のサラも、もう自分は老いぼ
れて子を産むことはできないと思ったので、心の中で
笑いました。（創18：12-15）そしてイサクが生れた時、
アブラハムは 100 歳、サラは 90 歳でした。イサクの
生涯の 2 つの側面は、その誕生と結婚を中心に展開し
ています。イサクは彼によって子孫を増すという神の
約束によって生まれたからでした。人間的にはおよそ
不可能と思われる状況の中で、神はアブラハムに対す
る約束を成就されました。またイサクの生涯における
第 2 の重大事件は結婚でした。アブラハムは、サラの
死後、イサクの妻を見つけるために自分の生れ故郷に
彼の忠実な老僕を遣わしました。そこでアブラハムの
おいベトエルの娘リベカが示され、リベカは喜んで自
分の家を離れて老僕と旅立ました。イサクはリベカを
母の天幕に迎え入れ、彼女を愛して結婚しました。そ
れから 20 年間 2 人には子がなかったが、イサクの祈
りが聞かれてリベカはみごもり、ふたごを産みました。
それがエサウとヤコブです。イサク自身は 180 歳で死
に、エサウとヤコブの手で葬られた生涯となりました。
このように神様の約束の中でその役目を果たして次世
代に継承していきました。私たちも神さまの大きな役
目の中で歩んでいきましょう。
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はないのではという予想とは違い、今回も一
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（要約者：藤原　友規子）
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「振り返りと赦し !!」
～あなたは整理できていますか？～　　　　　　　　　　Ⅱコリント４：６～１８
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誕生者のお祝い

　　自分の価値観
　アメリカでこんな事件が起きました。ある青年が高級車を買いま
した。道路の端に駐車し、扉を開けたところ後ろから来たトラック
がぶつかり、扉が飛んでしまいました。買ったばかりの高級車です。
青年は怒りました。警官がかけつけた時に、扉どころか手も失って
いることを青年に告げました。青年は車の価値に目がとらわれ、自
分の手がなくなっていることにも気付かなかったのです。この例え
は極端ですが私達の生活においても考えてみたいと思います。例え
ばプレゼントをいただいた時、値段のことを考える人は「高かった
かな」「安そうだな」と思うかもしれません。単純に「素晴らしい」
と思う人もいれば「何か裏があるのか」と勘繰る人もいるかもしれ
ません。人は色々なことを連想しますが、自分が感じていることは
相手も感じていると信じています。「普通」とは何でしょうか。根
拠はよくわからないけれど、みんながそうであると信じるので人は
自分が普通だと信じています。隣の人を見てみてください。普通で
すか？時代が違えば…、文化が違えば…、みんなが同じでしょうか。
どこに目を向けているか、何を考えて理解するか、その基本とは何
でしょうか。価値観がずれていれば問題が起こるのです。「普通は
そうでしょ」と人を責めたことがありませんか。自分が正しいとい
う自己義な価値観。私達はいつも「自分は間違っているかもしれな
い」と考えなければいけません。
　　過去を振り返る
　クリスチャンは過去の罪を赦されたと宣言します。「先のことど
もを思い出すな。昔の事どもを考えるな。見よ。私は新しいことを
する。今、もうそれが起ころうとしている。あなたがたはそれを知
らないのか。確かに、わたしは荒野に道を、荒地に川をもうける。」（イ
ザヤ 43：18-19）と書かれてあります。けれど、振り返れと神様
は言われます。それは悔い改めをする時に一度だけ振り返る必要が
あるからです。クリスチャンになって神様を知っても、潜んでいる
価値観は変わりませんから、クリスチャンになった後も正しいと分
かっているのに裏腹な行動をとってしまう。その時に「どうしてこ
うなるのか。」振り返りがないと理解できないのです。「神へのいけ
にえは、砕かれたたましい。砕かれた、悔いた心。神よ。あなたは、
それをさげすまれません。」（詩篇 51：17）ダビデは悔い改めにど
の位の時間をかけたでしょうか。悪いことが起こった時に「神様ご
めんなさい。」言って終わるだけで本当に何が悪かったかは理解で
きていません。どこに原因があったのか振り返るのには時間がかか
るはずです。「自分が正しい」という思いを捨てて振り返ってみま
しょう。
　　①目の前の問題に影響されるな
　私達は何かあると、誰かに何かを言われると一喜一憂します。皆
さんは問題が起こった時にどんなスイッチが入りますか？また、そ
のスイッチが入りやすいのはどんな影響を受けた時でしょうか？人
はそれぞれ弱い部分も、そこにあるスイッチも、その時に取る対応
も違います。違う価値観同士の人がいっしょに生きているのですか
ら合わせようとしない限り合うはずがありません。「自分が正しい」
と思っていると解決はありません。国家間の大きな争い、人間関係
の中の小さな争い、大きさは違っても同じことなのです。聖書には
解決の方法を、神様を間において向き合うことと示しています。「二
人でも三人でも、私の名において集まる所には、私もその中にいる
からです」（マタイ 18：18）と書かれています。目の前に起きる問
題に影響されるとそれができなくなります。自分と同じように相手
の言動は感情的に起きています。向き合った方がいいのは分かって
いてもプライドがあるので向き合えません。プライドとはヘルメッ
トのようなものです。ヘルメットをかぶっているのでぶつけても痛
くはありません。でも「ムカッ」と来ます。正しく向き合えば自分
も痛いので相手の痛みも分かりますが、プライドを着て向き合えば
痛みが分かりません。パウロは言いました。「だれかが弱くて、私
が弱くない、ということがあるでしょうか。だれかがつまずいてい
て、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても
誇る必要があるのなら、私は自分の弱さを誇ります。」（Ⅱコリント
11：29，30）人間関係の中に痛みがあるのなら、それは弱さを誇
るためにあるのです。目の前の出来事に傷つき、悲しんでいるのな
ら、何かを考えるための大切な時間であることを理解しましょう。
問題が起こった時、何度も繰り返されてもう耐えられなくなった時、
「もうこんな目に合うのは嫌だ！」と向き合わない、関わらない、
或いは辞める、離れる、そうやって解決しても同じ問題は何度も繰
り返されるのです。何度も繰り返されたのはそうなる道を選んだ自
分のせいではなかったでしょうか。自己義の罪があるのを認め、向
き合いましょう。どうせ向き合って、どうせ争うなら解決できた方
がいい、お互いによくなった方がいいのです。クリスチャンは預かっ
た物を自分の力でよくしなければなりません。主人から各々財産を
預けられたしもべの例えの通りです。「だれでも持っている者は、
与えられて豊かになり、持たない者は、持っているものまでも取り
上げられるのです。」（マタイ 25：14～ 29）

　　知恵を持って
　うまくいかない時、知恵を持って方法を考えているでしょうか。
情報が多くなり、自らで考える必要が少なくなりました。戦国時代
の才ある武将達は、戦に負けたら死ぬのですから、相手の出方を真
剣に考えて攻略していったのです。私達クリスチャンのすることが
うまくいかない時、神様の前に出て考える時間が足りないのです。
今痛みがあって苦しんでいるなら、先人達が苦しんだ姿を思い起こ
して下さい。どれだけの痛みの中で信仰を貫いたでしょう。自分が
キーマンであることを忘れてはいけません。悪い影響を与え、問題
を起こす言葉のひとつひとつも神様は全て見ておられます。
　　あなたへのギフト
　愛して下さっている神様が、痛みの中に置かれるなら、それは痛
みの中でも神様から離れないためです。問題にぶつかって神様を信
じる心がわからなくなり、何度も離れそうになります。神様は私達
といつも共にいて私達が幸せになることを願っておられます。哲学
を悟ることでも精神論を学ぶことでもない、幸せになることは簡単
なのです。私達を作られた神様の下に戻ることです。「私たちをキ
リストの愛から引き離すのはだれですか。患難ですか、苦しみです
か、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。
…死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に
来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造
物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私達を引き
離すことはできません。」（ローマ 8：35～ 39）間違った決断をし
そうになった時にはイエス様ならどうするかを考えましょう。問題
が起きたなら神様の愛を持って問題に向き合って、戻ろうとするこ
とが大切です。相手の問題に対して、自分が返す態度はどうして悪
いのか、自分の中にある間違った価値観のせい、そう理解できた時
に霊の回復があります。その時初めて悪くなっていた関係が良く
なっていくのです。「あなたがたは、世にあっては患難があります。
しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。」親が
全て整えて、困難を取り去ってやって、子どもが幸せになることは
ありません。困難な状況にぶつかって苦しんでも、必ず解決する方
法を与えると神様は言われるのであって、いつも幸せである環境を
与えるわけではないのです。試練を耐え忍べと神様は言われます。
方法を変えて試練を克服できるようになれば今までずっと同じ所で
苦しんでいた問題はなくなるのです。
　　外的な要因を取り去るのではない
　食物アレルギーの問題について新しい調査結果が出ました。これ
まで過剰摂取が原因ではないかと言われていましたが、実は母親の
心労などから、十分な栄養の母乳が出ず、子どもの肌が荒れ、その
荒れた部分から食物が入り、アレルギーが発症するとの結果でした。
では、どうすれば防げるのか、肌の荒れた部分から食物が入らない
ようにする、ではないのです。母親が幸せになって安心し、十分な
栄養が母乳から与えられる、これが解決です。私達の心で起こる問
題もこれに似ています。いつも同じことでカチンとくる、影響を受
ける、心のその部分が荒れているのです。その部分を指摘される時、
体がバイ菌をブロックするように相手を敵とみなして攻撃するので
す。人のせいや環境のせい、外に原因を見つけ、その原因を取り除
こうとするのでは解決できないのです。
　　②　素直に見えないものを見る
　うまくいかないこと、誰でも自分のせいにはしたくありません。
自分以外のことのせいにして自分を見ないようにしていないでしょ
うか。問題が起こるともう関わらないのでは解決できない、自分の
ためにならないのです。過去を整理してみてください。通った道を
ひとつずつ素直に振り返って、二度と繰り返さない決断をしましょ
う。
　　③　赦す、方法を変える
マンデラ大統領はアパルトヘイトの中で差別に遭い、32 年間収監
されました。わが子が殺された時でさえ、3 日喪に服した後、元に
戻り、正しい行動を取り続けました。どんなことがあっても同じこ
とを繰り返さないことを宣言し、正義で裁くのではなく、仕返しを
するのではなく、赦すことを選んだのです。しっかりと自分の行動
を省みて、そして赦すこと。あなたが赦されたようにあなたも赦し
なさい、神様はそう言われています。それが幸せになる方法なので
す。もう自分を守るプライドはいりません。もう自分を責める必要
はありません。神様は私達の苦しみも悲しみも全て知っておられま
す。必ず解決して下さいます。素直に信じて全てをゆだねましょう。
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