
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 27 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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岩崎　雅弘

ゴスペルを初めて約 2 年、英語の曲を歌うの
は苦手ですが、もともと賛美が好きなのもあっ
て最近ゴスペルが楽しくなってきました。やっ
ぱりはじめての曲はなかなかうまく歌えませ
ん。でも最近、アライズの人が手伝いに来て
くれるようになり、一緒に後ろから歌ってく
れることによって少しずつ歌えるようになっ
てきました。そのことで「自分にも歌える。」
という思いも出てきて自信がついてきました。
その中で私は神様の助けを感じました。
　「 そこに、三十八年もの間、病気にかかっ
ている人がいた。イエスは彼が伏せっている
のを見、それがもう長い間のことなのを知っ
て、彼に言われた。「よくなりたいか。」 病人
は答えた。「主よ。私には、水がかき回された
とき、池の中に私を入れてくれる人がいませ
ん。行きかけると、もうほかの人が先に降り
て行くのです。」イエスは彼に言われた。「起
きて、床を取り上げて歩きなさい。すると、
その人はすぐに直って、床を取り上げて歩き
出した。」（ヨハ５：６～９）
　ゴスペルに限らず、自分が不安な時や自信
がない時、そうやって神様が助けてくれてい
て、自分で立ってできるようになるまで支え
導いてくれていることを思わされました。だ
からこの御言葉のように「よくなりたい」と
自分で決断して立つことが大事だと思います。
神様の助けを信じて歩みましょう。

  創 32～38　水35金37

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　アブラハムからすると孫に代にあたりますイス
ラエルについて書いていきます。神さまによって
改名する前はヤコブと呼ばれていました。この名
の由来は、ペヌエルでヤコブと戦われた方が、「あ
なたは神と戦い、人と戦って、勝ったからだ」と
言って、ヤコブに与えてくださったことにありま
す（創32：28）イスラエルの「エル」は神を表し、「イ
スラ」は、「戦う」の派生語と考えられています。
歴史の中でイスラエルは個人名から民族、国の名
になっていき、民族内で争い、分断などを経験し
ていきました。その中でも注目したいのが預言者
の言葉です。それはイスラエルとユダが再び統一
されて、真のイスラエルとして再形成されるとい
う表現がしばしば見られています。（イザヤ 11：
12～ 13、エレミヤ 3：18、50：4、エゼキエル
37：16～ 22、ホセア1：11）1948年 5月 15日
の建国以来、正式に国家の呼称とされ、イスラエ
ルの市民はみなイスラエル人と呼ばれるようにな
り、神の言葉が成就したとも考えられています。
この歴史の中で神さまの働きを感じ、私たちもそ
の歴史を紡ぐ者として歩んでいきたいと思いま
す。
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（要約者：富岡　牧）
（３月１３日）

「神様の計画！！」
～本物を選ぶ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創世記６：５～２２

スモールファミリー

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

　　あなたは何を選びますか？
　東日本大震災から５年が経ちます。震災から１ヵ月後、ある記者
が取材に行って「私たちになにができますか？」と尋ねたところ、
まだ１ヶ月しか経ってない中、ある町長が「この事を風化させない
でください。」と言いました。この町長は立場ゆえに５年も１０年
も先のことを想定していました。私たちクリスチャンはこの事をい
つも覚えておかなければなりません。目の前の出来事には嬉しくな
い事、逃げたくなる事があるかもしれません。でも私たちが見るの
はそこではありません。聖書はいつも先を見なさいと伝えています。
なぜこういう状況があるのか、それを通して私たちは何ができるの
でしょう。震災の中で多くの人が失望し、絶望しました。その中で
何人かの人たちが希望を見出しました。希望を見出しその道を選ん
だ人と、絶望の中にとどまってしまった人がいます。同じ状況です。
そこに差別はありません。決断に差別はないのです。自らが選んだ
だけなのです。ノアはある日突然今まで一度も見たことがない洪水
という予言を神様からただ一人語られました。神様の壮大な計画を
ただ一人、ノアが聞いたのです。ノアにとってみればその御言葉に
従うことは大変な試練だったと思います。まわりのみんなには気が
狂ったのだとも思われたでしょう。なにせ箱舟は海ではなく山の上
で造られたからです。しかしノアはただ一人、ノアに語られた神様
の言葉を信じました。あなたはどうですか？神様はあなたに「こう
する」と言われました。だから「こうしなさい」と。聖書には必ず
この二つがあります。しかし私たちは「こうなる」という事は信じ
れません、「こうしなさい」と言われる事は全て忘れてしまいます。
言ったことすら覚えていません。これは忘却です。神様は何度も繰
り返し言われるわけではありません。あなたに「こうしなさい」と
言われた事、それを忘れてはいけません。神様はダビデを通して私
たちがどう生きるべきかを教えておられます。私たちの父祖アブラ
ハム、イサク、ヤコブにしてくれた事、赦され、守られ、救出ださ
れた事、解放された事を思い起こすために、年４回のお祭りがあり
ます。伝承というのは時に私たちを小さくしてしまいますが、知ら
ないという事はこわいことです。知っていて忘れているということ
はもっとこわい事です。震災から５年、あの沢山の犠牲の元にこの
日本国がもう一度建てられ、そこで平安な生活を送っている私たち
はもう一度神様の前に何を考えなければいけないかを思い起こしつ
つ、箱舟のノアのように神様がせよといわれたことを諦めずにおこ
なわなければなりません。
　　本物を選ぶ
　イタリア料理をする人はなぜイタリアに学びに行きますか？
フランス料理をする人はなぜフランスに学びに行くんでしょうか？
世の中は偽物だらけです。私たちも形だけでなく内側を追及してい
きましょう。自分自身が本物かどうか考えてみて下さい。本物のク
リスチャンですか？その時代に神様はノアを見つけました。神様が
ノアに語られた箱舟の設計は全長１３５ｍの壮大な舟でした。神様
の語られた設計図は１対１.６．．．黄金比率です。完璧な設計です。
今ある担架はこの黄金比率から造られています。神様がせよと言っ
た事は本物の追求でした。どうやってこの世にある物を本物か偽物
か見分けるのでしょう。それは本物を見ることです。触って、体験
する事です。本物を食べなければ、偽物はわかりません。神様が造っ
た物を見分けるには、本物を体験しなければわかりません。どう繕っ
ても、わかります。教会もそうです。教会というのは “本物” が集
うところです。痛んでいるときには痛んだらいいんです、悲しいと
きには悲しんだらいいんです。しかし繕ってはいけません、着飾っ
てはいけません。“本物 “でいるから、ありのままで向き合うから
解決するのです。本物には魅了するものがあります。わかるのです。
伝わるのです。あたなは本物のクリスチャンですか？
　　①本物にふれて本物に生きる！！～ “偽者” に注意～
　偽者とは私たちの内側に忍び寄る悪しき者です。本物も騙される
と偽者になってしまいます。どんだけ素晴らしいことをしていても
ひとつ、大事なことを損なうと駄目なのです。聖書はひとつの事を
大切にしなさいといいます。本物であるということです。それは素
直であるという事です。素直な信仰です。行動は後からついてきま
す。周りの人を見るときに、悪い態度の中に、本物のその人の姿を
みていく事が大切です。そして本物の自分を見ていくことが大切で
す。偽者に騙されないでください。あなたは礼拝を大切にしていま
すか？礼拝は祝福の原点です。あなたが神様の前に本物のあなたを
保つための最大の恵みです。私たちクリスチャンは本物を貫かなけ
ればなりません。それはあなたが周りを祝福するためなのです。本
物のクリスチャンは神様の前に出ることを喜ぶことです。これだけ
でいいのです。神様が求めておられるのは、あなたがあなたのまま
で帰ってきなさい。と。ただそれだけなのです。神様はあなたと一
緒にいたいのです。あなたが “喜んで” 神様に会いたいという気持
ちが大切なのです。

　　②神様の計画は今ではない～近視眼？に注意せよ～
　ノアは１２０年待ちました。そしてそれはノアの家族だけが救わ
れる事ではありませんでした。アダムとイヴから世界が腐敗しまし
た。そしてノアの洪水で流されリセットされまた壊れますが、それ
ゆえに色々なことが神によって整えられていきました。イエス・キ
リストが生まれるまでの道がノアの家系からはじまったのです。意
味があるのです。私たちは今しか見ません。貧しさ、立場、周りか
らの眼、ｅｔｃ．．．。神様の目線は今ではなく、あなたが天国に帰る
日までです。そしてそれは次の世代に継承されて行くときまで、神
様の大きな御手の中にあり、神様はそのひとつひとつを全て大切に
されています。それゆえ「愛はたらきて益となる」といわれています。
それにも関わらず私たちは今だけを見ようとします。あなたの価値
観を変えなければならないとしたら、“今を見る目線” です。社会
の風潮に押し流されないで下さい。いつも神様が何をせよというの
か、イエス様がここにおられたらどうせよというのかを考えてほし
いのです。教会は風潮に合わせるわけにはいきません。イエス様な
らどうするか？イエス様ならどう言うか？なのです。私たちもそう
ありたいのです。今を見てはいけません。今を見るということは近
視眼です。今を見るのは危険です。近くしか見えず、先のことがわ
からないのです。しかし先のことがわかる人は誰もいません。先が
見えているのは神様だけです。だからこそ先の見えている神様に聞
かなければなりません。祈って聞いてみて下さい、福音書をひらい
て下さい。聖書でイエス様がどう語ったのか、この世のルールに対
してどう闘ったのか、９９人が同じ答えのときイエス様はどうした
のでしょうか？近視眼に注意してその人が将来どうなるか、自分の
この歩みがこれからどうなっていくのか。夢を持って下さい。願い
を願って下さい。どうなりたいのか神様に求めて、それを忘れない
で下さい。
　　日銀速水総裁１９９８年１０月１７日の記者会見での言葉
　「私は２０歳のときに洗礼を受けて、社会に出てからはや５０年
が経ちました。この世の誘惑に脅かされ、試練もたくさん受けまし
た。神様の導きにより良い教会に巡り合い、良い信仰のともに恵ま
れてきました。海外に行ったときも日曜日は必ず教会に通い、神様
の御前に砕かれた心で罪を告白し、赦しを受け確信してきました。
これでクリスチャンとして神様から与えられた大きな力となってい
ます。私自身は全く土の器であり、少しも立派でない器です。それ
でもこんな私を神様は用いてくださいます。日本銀行の総裁のよう
な重責に就いて益々神の助けと導きを必要とします。日本銀行本店
の総裁室の奥には小さな部屋がありますが、そこに私は二つの掛け
軸を掛けています。一つは「平安は主にある」と書いています。も
うひとつは「おそれるなわたしはあなたとともにいる　イザヤ書４
３：５」という御言葉を書いています。難しい局面に立たされたり、
これから何が起こるかわからないというとき神の言葉を思い出して
心の平安を得ています。これまでこうした困難をひとつずつ乗り越
えてこられたのは、信仰の力であり、本当に神様に感謝しておりま
す。」私たちクリスチャンも置かれている場所で一日一日を平安に
保ち、主がともにおられることをいつも保たなければなりません。
　　③信じたことを実践　～行う信仰～
ヘブル人への手紙１１：７「信仰によって、ノアはまだ見ていない
事がらについて神からの警告を受けたとき、恐れかしこんで、その
家族の救いのために箱舟を造り、その箱舟によって、世の罪を定め、
信仰による義を相続する者となりました。」
　神の計画は今ではないことを受けて、だからこそ実践をします。
信仰の実践を行わなければなりません。たくさんのことではなく、
ひとつの事を今日決意して下さい。「ひとつの事をわれ求む。主の
家に住み命の日のある限り主をみることを」私たちはひとつのこと
を願わなければなりません。それはイエス様と一緒に居ることです。
彼が今何をせよと言っているかです。神様の前に誠実を大切に出来
なくなったら、その他の１週間神様と一緒にいれるわけがありませ
ん。しかしこれは強制やそのようなものではありません。愛する物
同士が一緒にいるようなものなのです。礼拝は喜びの場所となるべ
きなのです。そうなると礼拝は命が起こります。奇跡が起こります。
あなたの問題は解決されていきます。願ったことが起こるようにな
ります。日曜日、問題があるならそれらを置いて、イエス様と居る
ことを大事にして下さい。他の誰でもないあなたが平安を得、あな
たにとって元に戻る時間です。
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