
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
（4月 24 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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山本　洋子

　新年度が始まりました。今年も落ち着きのない
子どもたちの指導をさせてもらえることになりま
した。またいい経験をさせてもらえることに幸せ
を感じています。学年での最初の時間に、聖書に
書いてある「からだの中で比較的に弱いと見られ
る器官が、かえってなくてはならないものなので
す」第１コリント 12.22 のところを子どもたちに
話しました。自分の中で弱いと思っているところ
が、実は一番大切なところかもしれないよ、と伝
えました。この１年で、苦手なことを少しでも克
服できるようにサポートしたいと思っています。

　新学期を迎え、私の学校は本当にバタバタして
います。目や耳から入る情報は、否定的なものが
多く、少なからず影響を受け、自らも否定的な思
いにかられていました。しかし、ぼやき会や祈祷
会で与えられた御言葉により、自分の考えを修正
できたように思います。
「ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を
知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキ
リストを知っていたとしても、今はもうそのよう
な知り方はしません。だれでもキリストのうちに
あるなら、その人は新しく造られた者です。古い
ものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりま
した。これらのことはすべて、神から出ているの
です。神はキリストによって、私たちをご自分と
和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくだ
さいました。」第 2 コリント 5.16 ～ 18
すべての人が幸せになることを願っている神様の
愛に思いを馳せ、私自身が和解の務めを果たせる
ように、私が発する言葉、起こす行動に気をつけ
ていきます。

  出 10～16章　　　水13金15

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　１２部族の最後の３つを見ていきたいと思いま
す。ナフタリは「わが戦い」とい う意味があります。
ラケルの女奴隷ビルハの子です。山地の自由な氏族
として伸 びる姿が、子鹿の成長にたとえて預言され
ています。ヨセフは神の豊かな祝福を 受けたヨセフ
にふさわしい記述が続いています。「ヨセフ」とい
う名は、「主が もうひとりの子を私に加えてくださ
るように」と言われた「加える」の動詞ヤー サフに
由来しています。ヨセフ族ですが、ヨセフが神から
選ばれて長子の権利を 与えられたことへの言及があ
りますがこれ以後この長子の権利がどのように伝 
わっていったのか聖書には直接の言及はありません
が、民の指導者として選ばれ た人物に目を留めてみ
ると、出エジプト時のモーセ、カナン入国時のヨシュ
ア、 王制制定時のサムエル、最初の王サウル、そし
て最後にダビデと続いていったこ とは分かります。
最後はベニアミン部族についてですが、ベニアミン
の好戦的な 性格については聖書の随所に見られ、エ
フデ、サウルのようなつわものが輩出し ているの理
解できます。このように１２部族それぞれの役割や
与えらえていま す。そのことを理解しながらこの後、
旧約聖書を読んでいくと楽しめるのでない かと思い
ます。神さまの思いを感じながら読み進めていきま
しょう。 
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（要約者：小根久保　麻由美）
（４月１０日）

「心と体の健康」
～心は健全ですか？ ～                                                Ⅰコリント6：11、19～20

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

　教会は一切のものを一切のもので満たすお方の満ちてい
るところです。私達が教会に与えてくださった恵みを持っ
て帰らないと全くその宝は意味がない。ですから、一人一
人がその宝を持って帰る様にしましょう。神様は、いつも
神の摂理の中であなたにしか任さない、あなたにしか委ね
ることができない神の計画をお持ちです。あなたのうちに
約束をかなえる事ができる方です。その約束を掴み、その
約束をかなえる力があなたの只中にある教会に満ちていま
す。
　　弱さとは何なのか？
　この世の中で戦っている人たちは自分の弱さを何とか見
ないようにして、自分をカモフラージュして生きようとし
ています。弱さとは、何なのか？それは、自らで自らを救
うことができない弱さ。神様は私たちを完璧なものとして
造りましたが、どういうことなのでしょうか。御言葉をみ
ていきましょう。自らの内側に置かれた器官が絶えず良い
状態であるということ。ですが、私たちの今の現状はそう
ではない。あなたがたの中のある人達は以前はそのような
者でした。しかし、主イエス、キリストの御名と私達の神
の御霊によって、あなた方は洗われ、聖なるものとされ、
義と認められたのです。あなたがたのからだは、あなたが
たのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あな
たがたはもはや自分自身のものではないことを知らないの
ですか。あなたはたは、代価を払って買い取られたのです。
ですから自分の体をもって、神の栄光を現しなさい。（コリ
ント１　６：１１，１９～２０）神様はあなたの体を代価
をもって買い取られました。何の為ですか？それは私達が
私達の体、心、霊を自らの思う様にコントロールできなく
なったからです。あなたが魂に幸いを得ているようにすべ
ての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。（ヨ
ハネ３：２）私たちの神様は、あなたがこの事になる様に願っ
ています。クリスチャンの義務とは何ですか？それは、幸
いであることです。ついで神は仰せられた。「見よ。わたしは、
全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実
を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の
食物となる（創世記１：２９）彼らは、種や実を食べてい
ました。この時代に必要だったのはエネルギーでした。な
ぜでしょうか？細胞が死ななかったからです。神様は、私
たちを造られたとき細胞が死ぬものとして造らなかっので
す。完全で，死なない体。しかし人間が罪をおかし、人の
齢は千年ぐらいになりました。土地は、あなたのために、
いばらとあざみを生えさせ、あなたは、野の草を食べなけ
ればならない。あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに
あなたは土に帰る。あなたはそこからとれたのだから。あ
なたはちりだから、ちりにかえらなければならない。（創世
記３：１８～１９）聖書に書いてあるように外から入って
くる食べ物が体をけがすのではありません。この御言葉を
みると、「野の草」を食べていたことがわかり、「肉」は出
てきません。そう考えるとまだ人間の体は力のある肉など
を食べなくてもなんとかなっていたのかもしれないことが
推測できます。汗をながして人は糧を得なければならなく
なったため、ここで葉を食べさせるようになりました。ミ
ネラルを取らなければいけなくなったのです。生きて動い
ているものはみな、あなたがたの食物である。緑の草と同
じように、すべてのものをあなたがたに与えた。（創世記９：
３）人の罪が増大していって私たちの細胞が自らで回復で
きなくなって命を食べないと生きられなくなりました。草
だけではなく、すべてのものに変化しています。これが聖
書が伝える今の人間の姿です。その時から人間は百二十歳
までしか生きられなくなりました。人はこのころから制御
不能となりました。自己中心の中心は他の命を殺してでも
生きるという信念に変わりました。神様はあなたの体を神
の宮として教会としてあなたの、心と体を保てと言ったの
です。霊的な解放だけでは、変わりません。心と体を保つ

ことはあなたに任せられているのです。

　　あなたの心の回復
　あなたはなぜ、教会にきているのですか？何のために礼
拝に？なぜ祈るのですか？一つ目は、教会に来る最初の目
的はあなたが何者かを知るということ。二つ目は、愛され
ているということを知るということ。三つ目は、愛された
あなたが神様になぜ造られたのか知ること。それを知った
あなたはどう生きるか考えるという事で、それは夢ができ
るという事です。そして夢ができたあなたはどうすればそ
の夢がかなうか考えます。だから、礼拝にくるのです。神
様はあなたをルールづけにしたいのではありません。自ら
を目的のために生かす。しかし、目的のためではなく何か
が起きたからなにかをするようになっています。教会に来
る最大の目的は心の回復で元気になること。私たちはそれ
ぞれ置かれた環境が違います。置かれた場所で咲くように
神様がそれぞれ違う種としてあなたを育てました。種が発
芽するためには、水につけとかなければいけません。この
水につけるというのが回復です。休んでいた命がもう一度
命に変わろうとするいぶきを得る時です。私たちは自らを
保つためにはあなたがちゃんと咲いていないといけないし、
そこで害があった時に負けないようにならないといけませ
ん。だから教会に来て神様の愛を受けてエネルギーをうけ
そして、そこで負けざる力を受けるのです。だから礼拝に
来るのです。あなたがあなたでいるためです。

　　別人に注意
　私たちの心の中には別人が潜むのです。あなたじゃない
あなたが存在するのです。冷めた人、冷酷な人。いつの日
か別人はあなたになります。あなたの中にいる無法者を放っ
ておかないでください。教会はこの隠しているものを出す
為にあるのです。世の中では出せないような姿です。まず
神様の前で隠すのはご法度。隠して明るみに出されないも
のは何一つありません。その暗闇に光をあてるためにイエ
ス様は来られたのです。神様の前に心を開いてください。
人間には、肉体、感情、いのちがあります。霊、魂、肉と
いうことです。その魂には知識、意志、感情というものが
あります。知識の部分で傷ついたのに、命￥いのちに影響
が及ぶ、これが怖いことです。まず神様の前に出るとこの
いのちの傷がいやされます。霊的な回復がこの部分です。
そして、兄弟姉妹と分かち合いながら、神様の前に祈ります。
これが記憶の回復です。ですから、教会ではありのままを
出すのです。そこから成長していくと教会で出さなくても
神様にいつも祈って出すことができる様になるのです。

　　生活の回復
　教会で本音が出せ、あなたの心がだせるようになったら
癒されていきます。ですから、教会に来てうそをつかない、
隠さないようにしましょう。神様の計画は大きいのです。
ですから私たちは生活をきちんと良い状態にしていないと
あなたがあなたでいられなくなります。神様の力と神様の
与えてくれた食べ物の力で私たちは変えられていきます。
この両面があなたの生活をかえてくれます。心の回復と体
の回復が成された時に初めてクリスチャンは本当のクリス
チャンになるのです。今日、決意しましょう、あなたの生
活を大切にすることを。自分の生活を大事にしてください。
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