
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
（4月 10 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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　この時期、西欧の文化を知るために、様々な英語教
室でイースターパーティが開かれます。私が主催して
いるラボパーティという英語教室でも、毎年イースター
パーティをします。イースターについての絵本や解説
本などを見ると、西欧のお祭りイベントとして扱われ、
一般的にはイースターバニーとしての「ウサギ」やエッ
グハントの「卵」が強調されている内容が多いです。
　しかし、「ウサギ」は多産の象徴であり、「イースター」
という名称も古代メソポタミアの神話に出て来る「イ
シュタル」という多産、豊穣、性愛の神が起源だと知っ
てからは、子ども達に読んであげる絵本や語ることば
に気を付けないといけないなと思い始めました。
ここ数年は、私がイエス様の復活のことを語り続けて
きましたが、今年は、中３の女の子が、「自分がみんな
に説明してみる。」と言って、語ってくれました。「イ
エス様が私たちの罪のために身代わりとなって死なれ、
3 日目によみがえられた。」ことを自分の言葉で、明確
に、小さい子にも分かるように語ってくれたのです。
驚いたことに、「罪」ということもしっかり言っていま
した。 
　ノンクリスチャンの子たちも、イエス様のことを少
しでも知ってくれて嬉しいです。特に、小学低学年の
子は、「イエス・キリストの話、大好き」と、興味津々
で聴いてくれます。また、高学年の子は、自宅の本棚
に置いてある「聖書ものがたり」などを、「貸して」と
言って、持って帰ったりします。 
　来年は、「キリストにはかえられません。」という信
仰を持ち、『しかし、事実、キリスト様は死人の中から
復活しました。 そして、復活が約束されている何千万
何百万もの人の、復活第一号となられたのです。』（第
一コリント 15 章 20 節、リビングバイブル訳）という
ことを語ることにチャレンジしたいです。  
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※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　今回は12部族について書いていきたいと思います。中心は創世記
49 章においてはヤコブの祝福の言葉です。これはヤコブ遺言でもあ
り、預言の要素がたぶんに含まれている言葉でした。まずは長子で
あるルベンから書かれています。3節には長男のあるべき姿が、4節
にはルベンの姿が描かれています。「水のように奔放なので」は一た
ん動き出すと抑制しがたく、しばしば荒れ狂っていたようです。そ
の通りで彼は、衝動的になって 4 節の後半のようなスキャンダルを
起し、長子の権利を失っていきます。ルベン個人は長男として行動
しようとするが、過去のスキャンダルもあって父の信頼も得られず、
うまくいきませんでした。この後ルベン部族は，同族の者がコラの
子の反乱に加わったことに言及されるくらいで、歴史の舞台では影
の薄い存在となっていきます。そしてこの部族からは士師も王も預
言者も出ていないのです。続いてシメオンとレビが書かれています。
一緒に扱われているのは、シェケムにおける 2 人の行動のためでし
た。その行いがここで厳しく叱責されています。そのためこれらの
部族は民の間に散らされると言われてしまいます。出エジプト後 2
年目の人口調査によると、シメオン部族の人口は5万9300人であっ
たのに、それから約 40 年後の第 2 回人口調査では半数以下の 2 万
2200 人に激減しています。シメオン部族の相続地はユダの相続地の
中にあったが、ダビデの治世以後はユダの相続地に統合されてヤコ
ブの言葉通り、人々は各所に散って行きました。レビ部族も結果的
には12部族の間に散らされていきますが、シメオン部族の場合とは
違って祝福としてでありました。神は恐らくレビ部族出身のモーセ
の故に、恵みによってレビへののろいを祝福に変えられたのであろ
うと推測されています。モーセが出エジプトの立役者として立てら
れたため、レビ部族が重要な役割を担うようになりました。モーセ
の兄アロンの家系が祭司職に任じられ、レビ部族が特別に幕屋での
奉仕に任じられています。そして神はレビ部族を特別にご自分のも
のとし、ご自分をレビ部族の相続地として、彼らには他の部族のよ
うには相続地を与えず、他の部族の間に散らされました。今回は 3
部族について書きました。続きをお待ちください。

通読のツボ
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「イースターってなあに？ 」
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（要約者：日名　陽子）
（３月２7日）

「キリストには変えられません」
イザヤ書5３章

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

　イースターはイエス様が命をかけて下さり復活して重荷を取り
去ってくれたクリスマス以上に素晴らしい日です。私達の心の中に
は不安と比較、恐れと葛藤があります。人は自分が失敗しない様に
生きようとするので、恥をかかされるとつらいし、恐れがあります。
一方飛行機は人がミスを犯す前提で作られているので、事故を起こ
しにくく４８００年に１回しか事故が起きません。人がミスをして
も修正するように作ってあります。新幹線も同じで人が操縦すると
ミスを起こすという事が前提に作られ、ミスを犯してもいいように
コンピュータ制御されています。これだけを見ても「失敗しないよ
うに生きる」という心は私たちの人生にとってプラスには働かない
ことが理解できます。人はどのように歩むべきなのか聖書はなんと
言っているでしょうか。

　　聖書が伝えている事
　実は聖書も人は失敗するという事を伝えています。エデンの園で
アダムとエバは誘惑に負けてしまって失敗してしまいました。そし
て、失敗した事を素直に認められないのも人間です。本当はごめん
なさいと言いたいのに言えない、悪かったと思っているのにあなた
が悪いと言ってしまうのが人間です。それを神様はわかっています。
世の中の宗教は失敗しない為に修行をします。仏はいつも笑ってい
ます。人間はいつも笑っていられないから木の像にしました。でも、
聖書は違います。人間が出来ないから、神様がわざわざ犠牲を払っ
てその道を歩んで自分が死んだのです。人が失敗するのを想定して、
あなたが失敗する事を私が引き受けると言ってくれたのです。　
　　神様の方法
　イエス＝キリストがどんな気持ちで十字架に進んだのか。人に何
を言われても、裏切られても、傷つけられ蔑まれても、その道を黙っ
て進んでいかれました。鞭打たれ、裸にされ、血だらけになり十字
架を背負い進みゆかれて、そして十字架の上で彼らの罪を許して下
さい、彼らは何をしているのかわからないのですと言われました。
私達が生まれながらに心の中に持っている人と比較する心、憎む心、
人を否定し自らを否定する心、偽りの心を内側から取り去る為に神
様がとった方法は、人に失敗するなと言う事ではありませんでした。
あなたはこの道を歩んでしまうかもしれない、でもその時にあなた
は自分を責めてはいけない。隣人に裏切られるかもしれない、でも
裏切った人に対しても指さしてもいけない。私がその人の罪や痛み
を背負うから、あなたが受け取るべき慰めを私が与えるから、あな
たはそれをしてはいけない。その思いを持って成したのが十字架で
あり、神様の計画なのです。

　　隔ての壁を破る
　キリストが十字架にかかり、わが神わが神どうして私をお見捨て
になったのですかと言われた時、神殿の幕が裂けました。これは神
と人間との隔ての壁が神殿の幕が裂けるという事を通して象徴的に
私達の心の隔ての壁を壊したのです。ドイツの中にあったベルリン
の壁が壊されたように私達の心の中にある自らを否定する心に裂け
目を与えられました。ナチスドイツの下では、壁を越えようとした
大人でも子どもでも見つかったら殺されました。でもそれはナチス
ドイツという特別な人達がやった事だと思わないで下さい。いつも
私達が心の中でやっている行動なのです。人の事を指さし少しでも
良くなろうとする者を引っ張り込み、自らより低い者を見下し、自
らより少し幸せになると羨み憎しみ自らを否定する。その行為に対
してキリストがとった行動は全ての行為を自分が背負うという事
だったのです。

　　キリストには変えられません　①　生きる試練
　今皆さんの心の中にはどんな思いがあるでしょうか？キリスト
には変えられません。この事を私たちは忘れてしまいます。イエス
様が何の為に十字架にかかったのかもう一度思い起こして下さい。
私達にはいつも自分に目を向けてしまう心があります。あなたはど
こを見ていますか？年に一度このイースターは自らに目を向けるの
を辞める日です。どんな事を思いながら皆さんは生きていますか？
どんな事を考えて夜休みますか？人生を生きる中で試練があるなら
イザヤ 53 章 1～ 6 のみ言葉を思い出して下さい。イエス様は光も
当たらない洞窟の中にある馬小屋で生まれ、ヘロデ王が死ぬまで命
を狙われ逃げる生活を送りました。大工も大変な重労働でした。公
生涯が始まってからも、荒野で４０日の試練を受け、人々から裏切
られ、けなされ、最後３３歳で十字架に貼り付けにされました。な
ぜわざわざこんな道を選ばないといけなかったのでしょうか？あな
たは罪人だという為ですか？そうではないのです。人が痛みの中で
生まれ、育ち、人から差別され比較されて生きる事の痛みを知る為
にイエス様はその道を通られたのです。今日はその事を神様の前に
感じる日です。今、皆さんが生きる中で問題があると思います。もし、
その問題の中にうずもれていれば解決しないかもしれません。でも、
キリストの苦難の道に照らしあわせて、どうその中でイエス様は生
きたのか学ぶ事が出来れば私達の試練に対する見方は変えられま

す。問題をどう見るかで問題にもなるし、奇跡にもなるのです。自
分がどうしてこんな目に合わないといけないのかという感情がある
と思います。試練の中で負けて埋もれてしまえばそれだけですが、
試練はイエス様がどう生きたのかを思い出し、考えるチャンスなの
です。あなたの為にあなたの人生を背負って代わって死んだ人がい
る事を忘れてはいけません。歴史はそれを受け継いでいます。今、
生活に困らずに生きているのは犠牲と痛みの連続で継承されたもの
を受け継いでいるからなのです。私達の世代は蒔かないものを刈り
取る世代だと神様は言われます。目の前には刈り取るばかりの収穫
があるのに、私たちの目は収穫ではなく、私にはこれがない、あの
人にはあるのにと不足に向けてしまいがちです。でも、あなたに不
足があるなら、それはあなたが失敗して上手くいかなかったからで
はなく、神の栄光がそこに現れる為、その事を通してあなたが祝福
される為なのです。イエス様は盲人に対して、目が見えないのは、
誰の罪でもなく神の栄光が現れる為だと言われました。これを忘れ
てはいけません。収穫は多いが働き手が少ないのです。今、私達の
目の前にある、刈り取るだけになっている実があり、それはあなた
のものであると神様は言われているのに、そうではないと思って、
食べられないものだと思って刈り取ろうとしないでいるのです。刈
り取るのが大変だから。でも、それを選ぶ事が出来れば変わります。
その為にキリストは試練の道を通られたのですから。
「キリストにはかえられません」この曲を作った人は牧師の家庭に
生まれましたが、色々な事が起こり、中学生の時に神様を信じる事
を辞めてしまい非行の道に進んでしまいました。しかし、２２歳の
時に試練を通して教会に戻りこの詩に曲をつけたのです。彼は１２
歳の時に失敗しましたが、失敗したまま生きない様に母は祈り続け、
彼を怒る事をせずにこの曲の歌詞を彼のピアノに置いていました。
私達はいつも人間的に何かをしようとしてしまいます。でもイエス
様が十字架の上でした事は何かを伝えるのではなく「父よ、彼らを
許して下さい、彼らは何をしているのかわからないのです」と祈ら
れただけです。母もその様に我が子の為に祈り続けたのです。そし
て、ある時、彼の心は変えられ、その変化は一人で終わらず多くの
人に影響を与え、多くの人を変えていったのです。

　　　②エリエリサバクタニ
　　　　（どうして私をお見捨てになったのですか）
　これは、イエス様が十字架の上で語った言葉です。私達の心の
中にはいつもこの裏切られる恐れがあります。心が何かに苛まれて
いるのは恐ろしい事です。才能があったとしても腐ってしまいます。
神様はもうあなたが裏切られる恐れに生きなくていいという事を教
えたかったのです。もう、私達の代わりに裏切られた方がいるので、
裏切られても大丈夫。私達を裏切らない人、離さない人（イエス様）
がいるから大丈夫なのです。

　　③ 信じる事と赦す事
　人との比較が心の中に潜んでいて人を受け入れる事が出来ないの
で、私達はなかなか人を信じる事が出来ません。でも出来る事があ
ります。信じようとする、赦そうとする事です。イエス様の犠牲を
知って心が変えられていけば何かが変わっていきます。でも、その
ままだったら次の世代にそれが残ってしまいます。アフリカに起き
た内戦の中で自分の腕を切って門に血を塗るという犠牲を払う事で
国を守った人がいました。その生き方を通してその国は変えられて
行きキリスト教の国になりました。なぜ彼は犠牲を払う事が出来た
のでしょうか。それはイエス様がした事だからです。今までと同じ
生き方を選ぶか、どちらを選ぶかはあなた次第です。問題が起こり、
目の前に自分より幸せな人がいる、又不幸な人がいる。その時、妬
み嫉妬したり赦せずに生きるなら、又見下したりすれば十字架は無
駄になってしまいます。自分にとって十字架が奇跡となるか、関係
ないものになるかは自分自身の決断です。目の前にある問題を通し
てする決断が、あなたとあなたの周りの祝福となります。自分がい
つも祈られている事を覚えていて下さい。信じる事も赦す事も出来
なければイエス様の十字架は犠牲だけに終わってしまいます

まとめ
それゆえ、私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者達を分捕り物と
して分かちとる。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人達と共に数
えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人達の為にと
りなしをする。（イザヤ53；12）
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えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人達の為にと
りなしをする。（イザヤ53；12）
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早天祈祷会6：0000 ~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

国際交流委員会
19時～岡南教会

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

連合ｺﾞｽﾍﾟﾙ18：00~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

江原博子

佐々木徹心

行司佳世
澤口明子

三村美香張　思琪

金光文雄

藤村菜弥

岩崎雅弘
山本省三

16161111 1212 1313 1414 151510

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


