
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
（6月 12 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

平澤一浩
平澤　瞳
加藤優子
富岡　牧
日名陽子
西嵜芳栄
富岡　牧
岩崎雅弘
佐々木亜弥
富岡美千男
西嵜芳栄

：
：
：
：
：
：
:
:
：
：

西嵜　達也

　私は、教会に通い始めて約一年半に
なります。会社の同僚や友人等と話を
していると「休みの日には何をしてい
るのですか」と聞かれることがありま
す。当時の私は、「教会に通っていま
す。」、「クリスチャンです。」と言うこ
とができず隠していました。なぜなら、
恥ずかしい気持ちがあったり、周りの
人からどう思われるのだろうと気にし
ていたからです。でも今では自然に言
葉が出てきます。自分を大切にする。
私が伝えていくと思うことができたか
らです。ふるさとの活動やキリスト教
のことを詳しく聞かれるといまだにう
まく説明できませんが、思いは伝わっ
ていると信じています。こう言う日常
会話や出会いを通じても神様のことを
伝え知ってもらい、神様の助けを必要
としている人に愛を流していきたいと
思います。私を赦してくださった神様
に、そして愛してくださった神様に感
謝し、今日も一日を過ごしていきます。
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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。

通読のツボ
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「神様の目線で生きる」
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（要約者：澤口　建樹）
（５月２9日）

「善い行いは後に実を結ぶ」
                            ～人すぐに稔る実に注意！！～　　　　　　　　　　　マルコ３：２０～３０

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

　　私たちの目線
　私たちの目線はいつもこの外側で、誰が自分を見ているのか。
自分をどう評価してくれるのか。というところに意識が向かって
いきます。そういう目線というのは、私たちの本来の本当の自分
を全く無にしてしまうのです。なぜかというと、隣の人を良く見
てください。非常に個性的です。人は全く違う種類の人達を愛す
るようにできています。私たちは全く違うものを意識し、違うか
らその人の素晴らしさ、良さ、存在意義が理解できるのです。神
様はこのように私たちを個性的に作ったのに、にもかかわらず、
私たちは間違った自分に変えていってしまっているのです。どん
どん、どんどん、あの人のように、あの人のようにと。私たちが
似なくてはいけないのはイエス様の姿です。聖書の中の登場人物
は皆、失敗者です。しかし、皆、良い所があるのです。私たちの
中には良いものがあります。しかし、同じように育って今日まで
培われた悪い存在があるのです。その悪い存在を隠して、外側に
良いものを見せるために生きるのか、それとも、私たちの内側に
潜む悪い存在があるのだが、本当の自分を見出そうとして、悪い
ものを克服しようとするのか。これによって、私たちの生き方は
変わっていきます。それをさせなくするのが人の目線です。

　　　　実を稔らせるために
　私たち教会にとって大事なことは、神様を信じる心と、食によ
る喜びなのです。庭の草花をよく見てください。種を撒いて花が
育つ間に、どれだけの雑草が一瞬に芽生えて大きくなって花を咲
かせますか。そして、私たちが撒いた本当に良い種が育たないよ
うにしているのではないですか。これが世の中の法則です。私た
ちは、インターネットの弊害を考えると、「すぐに答えが出てくる」
といことです。だから私たち人間は待てなくなりました。
もっと効率、もっと効率、もっと早く。私たちが実を稔らせるに
はそんな簡単ではないのです。効率は怖いものです。私たちはわ
からないけれどわかった気持ちになって、それがそうなんだと信
じています。待てなくなっています。実が稔らなくなっています。
今自分が願って、願いがかなわないと、もう、それは嘘だと思い
ます。そして、自分がやっていることを人に何かを言われると、
これも間違いだと思うのです。私が言いたいのは、自分が信じて
やろうとしたことは、実が稔るまで待たなければならない。とい
うことです。しかし、それができないのが恐ろしいのです。待て
ないので何が先に出てしまうかというと、言ってはならない言葉
が先に出てしまうのです。誰かのせいにしてしまうのです。まだ、
答えが出ていないのに、「失敗したのはあの人のせいだ」と決めて
しまうのです。良いものは時間がかかるのです。実が稔るまでに
私たちはそこで学ばなければなりません。目的が定まっていない
と何をやっても上手くいきません。描いてそれが成功することを
願って、例え人に何を言われようと何をされようとどれだけけな
されようと、それをやり続けると上手くいくのです。それができ
ない社会なのです。なぜか、目的、計画、信念が無いからなのです。
そして、それを自分のためにそれをするからなのです。実を稔ら
せるために大切なことは「忍耐です。」と、聖書に書いてあるのです。
わざわざ、神様がそんな法則をもって私たちに学ばせるのは何で
しょうか。いつも言うように神様は絶えず顕現啓示といって天地
万物を通して私たちに教えるのです。「わが魂よ神をほめたたえ
よ。」「主の良くしてくださったことを忘れるな」と、その為にあ
るのです。私たちはそれを忘れて今しか見れなくなって、不服に
不足を感じ神様が与えようとしてくれる素晴らしい将来の栄光や
希望や私たちに備えられている神の計画を無視してしまうわけで
す。人から言われたことにすぐ右往左往して悩んでしまうのです。
私たちは悩んでいることで自分が美しく見えるようになってし
まったのです。しかし、神様は悩むように作っていないのです。
私たちが夢を描いて、その夢のために生き、喜ぶように作ったの
です。

　　斜から見る目線
　聖書は絶えず３種類の人を出しているのです。当事者と、当事
者と向き合う人と、群衆です。あなたはどれですか。私たちは神
様の目線に立ってそれを成していかなければならないのに、その
ような中で一番危険なのは、その、斜から見る目線です。どうして、
斜から見る目線を持つようになったかというと、あなたが誹謗中
傷されたからです。そして、私たちの目線はいつも、その自分を
誰がどう見ているのかが気になるので素直になれないのです。イ
エス様だって家族に誹謗中傷を受けたのです。人から悪く言われ
ようが、自分が損であろうが、私のために命をかけてくれた人が
いたのです。その人がいるので今の私があるのです。私たちは受
けたものを流すためにそれをやっているのです。今の私がいるの
は、その恥を忍んでしてくれた人がいるからです。

　　神様は試練の道をゆるされる
　　見てください。イエスの兄弟と母マリアとあります。一緒に
熱心に祈っていた人たちは、当時、「キチガイだ」と言っていた人
たちです。神様がすることはわからないのです。あなたのことを
悪く言っていた人たちが変わるのです。あなたの敵対者が変わる
のです。あなたを馬鹿にしていた人たちが、あなたの態度や言葉
で作り変えられるのです。あなたの行いが変わるので、あなたの
無言の振る舞いによって、あなたの夫は作り変えられ、あなたの
無言の愛による振る舞いによって人々はあなたからイエス様を感
じるのです。人に馬鹿にされても挫けないあなたの強い心は、人々
の心に炭火を積むのです。右のほほを打たれても、左のほほを差

し出す愛の姿を、服を奪い取られても下着を差し出すあなたの強
い思いは人々を作り変えるのです。たとえあなたを馬鹿にして指
を指して来た、そんな人の心を変えるのです。だから、貫かなけ
ればいけないのです。諦めてはいけないのです。私たちがどんな
葛藤の中にあろうと、痛みの中にあろうと、自信を失おうと、良
いのです。「あなたが試練に会う時にはこの上のない喜びと思いな
さい。」と書いてあるのです。「心の貧しい人は幸いです。天の御
国はその人のものだからです」その痛みの時に私たちの心を貧し
くして、貧しいとは探し求める姿なのです。痛みの中に、神様を
求めようという姿なのです。だからすぐその後に書いてあります。
「求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見
つかる。たたきなさい。そうすれば開かれる」それも、言語では
現在進行形で書かれているのです。「求め続けよ。探し続けよ。た
たき続けよ」それが聖書があなたに求めていることなのです。終
わらせてはなりません。それを忘れたときから私たちは衰退が始
まります。新しいものを行わなくなったら進む道は閉ざされるの
です。神様はあなたにチャレンジさせるために、試練の道をゆる
されるのです。あなたが無下に扱われたのならば感謝してくださ
い。神様はあなたに計画を持っています。どんな計画か。あなた
が本来の自分に戻る計画です。斜に構えて物事を歪んでみる人で
はなく、鳩のように素直で、蛇のように聡い賢い、あなたの本当
の姿になるように。賢さというのは知識ではないのです。知恵な
のです。その知恵を持ったあなたに戻るように。知恵というのは、
神を知ること、すなわち、自らは理解できない、わからない。だ
から主よどうするべきでしょうか？と、聞ける姿が知恵なのです。
その賢さを持つ姿に戻るように、失われたあなたの神様とのつな
がりを回復するために彼は恥を忍んだのです。あなたがもう、恥
に目を向けないようにです。だから、クリスチャンは恥をかくこ
とを喜んでください。クリスチャンは傷つくことを恐れないでく
ださい。私たちは許すためにここに集まっているのです。あなた
のことを悪く言う人がいたら許してあげてください。許すことが
クリスチャンの仕事です。許すことは大変です。しかし、イエス
様は同情してくださいます。だからそれを神様に訴えるのです。
私たちは弱いです。でも本当はとってもその人が好きなのです。
その人と仲良くしたいだけなのです。だけど、それをしたいのに
素直になれないのです。私たちは素直にならなければなりません。
あなたのために、これだけの痛みに会われた方がいるのです。こ
れを斜から見ないでください。イエス様がやりたかったことは、
赦しあって支えあって、一緒にともに集って手を取って喜びあう
場所を作りたかっただけなのです。それが家族、家庭であって、
教会です。私はあなたの花嫁だと神様は言ってくださっているの
です。愛して恋い慕っているからあなたに会いたくて、幸せにし
たくて、あなたを本当の姿に戻したいのです。クリスチャンは素
直になればいいのです。「嫌だった」「つらかった」と言えればい
いのです。あなたを誹謗中傷する人に距離を置いてしまいますが、
近づいて行けばイエス様がともにいてくださるのです。そうした
らそこに和解が生まれるのです。

　　　目線を神様に
　目線を神様に向けなけれななりません。私たちがしなければな
らないことは、私たちの目の前にある最も小さいもののために、
水一杯を差し出す愛のある行為なのです。私たちがしなければな
らないのは、あなたを誹謗中傷しあなたを裁く人の前に出て行っ
て、その人に愛していると伝えることなのです。それが、イエス
キリストを信じる人がしなければならない最大の決断です。決断
だけでよいのです。決断をする時に神様はその力も奇跡も与えま
す。そこに喜びを見出すのです。神様に目線を向けなければいけ
ません。そして、その目線を、私たちは神様の夢を自分の夢にし
て行動していかなければいけません。あなたに対して指を指す人
は、あなたを指さしたくて指さしているのではありません。傷つ
いているがゆえにそれをしてしまうだけなのです。私たちがしな
ければならないことは、今を見ないでその人の先を見、私たちが
正しい行動をとった時、そこにどんな将来が起こるのかを信じて
行わなければならないのです。愛の表れなのです。謝る必要では
ないのです。「そんなことをさせてごめんね。」という、クリスチャ
ンの愛のある行動が私たちには必要です。ハ・ヨンジョ先生が日
本の国民はよっぽど韓国人よりクリスチャンらしい行いをしてい
る。」と言われました。「そこにはないものが一つある。神様の本
当の愛がないだけで日本人はよっぽど聖書的だ」と言われました。
「だから本当の愛を伝えたい」とラブソナタをはじめたのです。「日
本人にもし神様の愛が伝わったらどれだけの変化が起こるか。」と
言われたのです。私たちの教会は本当の神様の愛を知っている教
会です。だからもっと変われるのです。もっとあなたは素晴らし
い人になるのです。もっとすごいことが起こるはずです。みなさ
まを通して、今日神様が働かれることを信じます。
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聖所の続きです。聖所の中は、香壇があり、毎朝、毎晩、かおりの高い
香がたかれた。これはとりなしの祈りを意味しています。そして聖所と
至聖所とを仕切っている隔ての垂れ幕があります。垂れ幕には神の臨在
の象徴であるケルビムが織り出されていました。垂れ幕を通ることなし
に至聖所に入ることはできなかった。しかし十字架によって神殿の垂れ
幕が裂かれたことを通して神と人との隔てがなくなったことを意味して
います。そして至聖所の中には契約の箱が置かれていました。この箱の
中には十戒が刻まれた石の板、マナの入った金のつぼ、芽を出したアロ
ンの杖が入っていました。この契約の箱こそ、イスラエルの中心をなす
ものでした。そして契約の箱のふたの両端には二つの金のケルビムが置
かれ、その翼は広げられてふたを覆っていた。年に一度だけ、大祭司の
みが至聖所に入り、ふたに血を塗ってイスラエルの民の罪の贖いをしま
した。ふたの上に主の臨在があり、神はそこから語りかけられました。「彼
らがわたしのために聖所を造るなら、わたしは彼らの中に住む。」( 出エ
ジプト 25 章 8 節 ) これが幕屋を建てた目的です。このことを感じなが
ら読み進めていきましょう。 

牧　一穂　牧　師
舛田幸恵　先　生
牧　唯恵　伝道師
行司佳世　伝道師
山本洋子＆西嵜芳栄

メッセージ：
司　    　会：

代 表 祈祷：
献　　　金：


