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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
（5月 8 日）
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　子どものころから誰かに言われたか教
えられたかは分かりかねますが「与えよ、
されば与えられん」「右のほほを打たれた
ら左のほほを出せ」「信じる者は救われる」
「求めよ、さらば与えられん」・・・など
とたびたび聴いたことのある言葉、主の
ことばかどうかは定かではないにしても、
メッセージの中から何度か聴いている。
　試練に耐えられているかより、試練に
耐えて来れたように思われる。これから
先いくばくの年月が与えられているかは
相知れないが、自分の欲を捨て、自分の
欠点が多々あることを知り、満点でない、
すべてにおいて赦すことができると、ずっ
とずっと面白おかしく過ごすことができ
るだろう・・・１００％と思わぬ人間だと、
正しいは 1 つ　神のみが認められること
などと・・・自分を正当化しています。
　相手より自分が勝っていると思わぬこ
と。全ての何もが相手や周辺の人に教え
られると思えば、相手を恨むことも憎む
ことも頭に浮かんでくることはないと、
私は思いつつ、学んでいくつもりです。

  出 24～30章　　　水27金29

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
今回は出エジプト記の中でも重要な契約の基本法で
ある十戒が与えられた背景についてみていきたいと
思います。十戒は神さまがその契約の民に直接語ら
れた唯一の法となっています。出エジプト記の構成
から見ても、一連の出来事の流れから見ても、十戒
はその中心に位置しています。シナイにおける契約
は、いわゆる宗主協定の形式に類似していると言わ
れています。宗主協定とは、前 2 千年期を中心に、
古代近東の各地で、国際関係を円滑にするために各
国が競って結んだ協定のことです。ほぼ一定の形式
があったと認められています。それは宗主となる国
の王が、隷属する国の王との間に締結するものです。
征服者である宗主は、自らの勝利を歌い、かつ自ら
が被征服者に示した寛容をたたえる。そのような歴
史的な両国関係を述べて後に、宗主は被征服者に対
して要求を述べる。その要求には、基本的なものと、
それに基づく細則とがある。その中で宗主は、被征
服者に対する自らの義務にも言及しています。聖書
における神と人との間の契約は、まさに力関係にお
いて比較にならない神と人との間に結ばれるもので
あることにおいても、世俗の宗主協定と類似してい
ると言われています。来週からは基本的な十戒の内
容についても書いていきたいと思います。
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「最後の絶望」
～元に戻るな ～                                         　　　　　　　　ヨハネ２１：１～１１
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ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

今日の聖書箇所は十字架の後、ペテロをはじめ弟子た
ちは元の生活に戻っていったことが書かれています。
またペテロは元漁師でしたので船に乗り、網をつかっ
て漁師をしている姿が描かれています。そしてこの場
所というのはイエス様がペテロを弟子に召命された時
にも訪れていた場所でした。その時も夜通し漁をして
いましたが、まったく取れませんでした。そんなペテ
ロと一緒に船を沖へ出させ、民衆に向かってお話をし
た後、反対側に網を下すように命じました。そうした
ら転覆しそうになるくらいの大量の魚が網にかかった
のです。その時ペテロはイエスの前にへりくだり、「私
から離れてください」といいました。そんなペテロに
イエスは「あなたは人間をとる漁師にしてあげよう」
と言われました。その言葉を信じてペテロは何もかも
捨ててしたがっていきました。しかしイエスと一緒に
歩んでいる中でペテロは失敗の連続でした。やっては
いけないことをし、言ってはいけないことをして叱ら
れたり、弟子の中で誰が一番偉いのか、一番愛されて
いるのか・・・を競ったりしてきました。最後の最後、
ペテロは十字架の前に捕えられたイエスを前にして３
度も裏切るようなことをしました。その後ペテロは涙
を流している中で、自分に絶望をしたのではないかと
思います。だからこそ、十字架の後、湖のほとりから
船の反対側に網を下しなさいと言われた時は素直に下
しています。特に 12 弟子たちはイエスと一緒にいた
時は自らの考え方やプライドがあったように感じま
す。しかし本当の絶望を経験したとき、自分の価値観
が崩れていき、正しい道を歩めるようになっていきま
す。だからこそ復活のイエスキリストに出会った時、
ペテロは何も言葉を発することができませんでした。
そしてイエスキリストから 3 度私を愛するのか？と尋
ねられもう一度召命を受け、自らの人生を再確認しま
した。それからのペテロの歩みは全くの別人でした。
そして最後は殉教をしたのではないかと言い伝えられ
ています。
　　①失敗の意味～自分の無力を知る～
　私たちも同じです。やってはいけないことは分かっ
ている・・・けれどもしてしまいます。でも私たちは
その間違いや失敗を指摘されることも嫌いです。たし
かに自分が変化する時というのは失敗した時ではない
かと思います。私たちはうまく行っている時は段々と
高ぶりが出てきて、人を見下し、欲に従う歩みをして
いく傾向があります。そうなっていくと私たちに語ら
れる忠告の言葉というのは敵意でしかなくなるので
す。しかし失敗を通して自分の無力さを痛感した時に
自分の内側が変化をして素直に周りの言葉が聞けた
り、自分を変えたりすることができるようになってい
きます。ピンチはチャンス！や、失敗から学べ！とい
う言葉は日常で多く使われていると思います。これを
実践している人がはたしているでしょうか。私たちは
このどちらかを選んで生活しているのです。私たちは
素直に自分の無力さを受け入れていきましょう。バロ
メーターは「指摘された時に腹が立つのか？そうでも
ないのか」ということです。これができた時、私たち
は本当の変化をします。すなわち「自分の力で生きて
いかない」ということになるのです。これが失敗の意
味です。私たちは偽りの自分が生きている以上失敗を
繰り返してしまいます。そこで本来神様が造られた自
分によって決断していくことを望んでいるのです。「私
はキリストとともに十字架につけられました。もはや
私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生
きておられるのです。いま私が肉にあって生きている

のは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神
の御子を信じる信仰によっているのです。（ガラテヤ
２：２０）」
　　②本当の自分を知るところまで！！　
　　　自信から自知愛！！
　ですから本当の自分を知るところまで絶望を感じな
ければならないのです。神様が造られた私たちは完璧
でした。しかし私たちが成長する中で、私たちと関わっ
た人からの影響によって歪んでしまったり、悪くなっ
てしまったり、本来の姿ではない偽りの自分になって
しまいました。その上に人はお互いに傷つけ合いなが
ら年を重ねてくるので私たちは神様が造られた姿を知
る事ができなくなってきました。しかし今日の伝えて
いるのは自分を知りなさいという事なのです。人に
よって造られた偽りの自分と決別するために、知る必
要があります。私たちは自分のしている行動を注意深
く見守り分別しないといけないのです。理解しないと
その行動を止めることができません。そして行動が理
解できないと決別することもできません。その両面を
知らなければ先に進むことができないのです。私たち
はどのようにして知ることができるのでしょうか。そ
れは失敗することを通して、周りからの指摘などによ
るものが大きいのです。私たちはその声に耳を傾けて
いきましょう。
　　③新しい方法～元に戻るな！！
　私たちは知る、理解することができれば、その都度
どちらかを選びながら歩んでいきます。正しい道か、
今まで通りの道を歩んでいくのかということです。ペ
テロはイエスキリストに網を反対側に下してみなさい
と語られた時、“ぶつぶつ” 言わずに下しました。そ
れは自分が “ぶつぶつ” 言ってしまう癖、性質、感情
的な態度・・・を理解し、止める決断をしたからこそ、
何も言わずに網を下せたのでした。私たちは神さまに
よって造られた姿は完璧でした。そして私たち自身は
神様の目から見たら高価で尊いとして下さっているの
ですが、ほんの一部分に弱さがあり、その弱さが露呈
した時にマイナスな影響を周りに与えてしまうので
す。大きな船であっても梶はそれほど大きくはありま
せん。私たちの行動というものはほんの小さくでも、
周りには大きな影響を与えてしまうことがあります。
ですから私たちの新しい方法を選び続け、今まで通り
の行動をしないように気を付けていきたいと思いま
す。

まとめ
私たちは自分を知ることを切にしていかなくてはならないの
です。特に自分の弱さを知ることがもっとも大切なことです。
私たちは失敗、指摘されることと通して、自分の弱さや罪を
知ることができます。だからこそ、失敗や指摘された中から
自分の罪を認識しましょう。そうすればその分野については
最後の絶望となり、罪の赦しを受け、新しい決断の元、新し
い方法で歩むことができます。その道はなんと希望や恵みに
満ちているのでしょうか。神さまが用意して下さっている恵
みを受け取り続けるために自分と向き合っていきましょう。
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