
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
（6月 19 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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小根久保　伸彦

　高校 1 年の時から、触り始めたギター。
周りにも「モテたい」と言う一心でギター
を始めた仲間がたくさんいました。

先日 . 学生時代の仲間から「今度一緒にま
たバンドをやろうよ」と誘いの声がかか
りました。誘ってくれたのは嬉しかった
のです。しかし、感じた事は、その動機
が「なぜ？何のために？」でした。今、
教会の奏楽に加えさせてもらっています。
私はギターが下手くそな事を自覚してい
ます。周りにも迷惑もかけております。(こ
の場を借りてお詫び申し上げます )
　しかし、心を合わせ奏楽をする事が楽
しくて仕方ありません。
それはきっと「なぜ？何のために？」が
奏楽者皆んなが明確だからだと思います。
　近いうちにギター教室にも通おうと
思ってます。それは、上手くなって神様
にもっとモテたいからです。

「心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし
知性を尽くして、あなたの神である主を
愛せよ。 」       ルカ 10-7
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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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（６月５日）

「偏見は不要」
                            ～まっすぐ向き合う～　　　　　　　　　　　　　　　　　　使徒10：1～17

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

ある人が、用事があったため急いで車で家に戻り、ガレー
ジを開けました。そこに自分の車がないのであわてて警察
に通報しました。自分が乗っていたのですから当然です。
私達は焦るとこのように訳のわからないことをしてしまい
ます。
焦るのは「車はガレージにあるはずだ」と決めつけている
からです。自分の価値観で決めつけることを「偏見」と言
います。自分に偏見があるということを自覚していないと、
自分が普通であると人は思い込みます。自分が普通だと思
えば相手の行動や考え方を理解することができません。ま
た、相手の価値観が違うことを理解していないと、何気な
く言った言葉で必要ないほど嫌な気持ちになります。私達
は皆それぞれ経験したことで価値観を作り上げてきたので
す。普通の人はどこにもいない、皆違うのです。

上の図を見てみてください。どちらが大きく見えるでしょ
うか。色のついた面を切りとって重ねてみると、実はこの
二つの図形は全く同じ形なのです。このように、私達は目
の前のことでさえ、偏見を持って見れば正しく認識できな
いのです。自分が普通だと思っていることは自分の住む狭
い世界の中では「普通」かもしれませんが、文化が違えば、
国が違えば「普通」は全く違うのです。教会では全ての子
どもを育てるように家族として関わりますが、子ども達を
大人の価値観で「普通」に当てはめてしまわないように、
多様な考えの中で、広い世界を見させてやりたいものです。
私達の価値観はルールによって作られています。子ども達
をルールで言い聞かせようとすると「ダメ！」が多くなり
ます。その子がとった 1つの行動が悪いことでも、そうなっ
た状況は毎回違うはずです。同じルールで良いか悪いかを
判断しなければならなければ、「ダメなものはダメ」としか
言いようがないのです。子ども達にはルールで善悪を教え
るのではありません。子ども達に教えなくてはならないの
は「良心」なのです。
　　　　コルネリオとペテロ
　コルネリオは異邦人でしたが、自分が置かれている状況
の中で、忠実に神に仕えようとしていました。ユダヤ人の
ように、はっきりとした啓示を受けていませんでしたが、
自分の知っていることについては、それを守り行なってい
ました。ある日、幻の中で御使いが現れて「ヨッパに人をやっ
て、シモンを家に招きなさい」と言われると、状況も理由
も分からず、即座に応答しました。一方、ペテロも夢ごこ
ちに主の声を聞きました。大きな敷布のような入れ物が、
四隅をつるされて地上に降りて来て、その中には、地上の
あらゆる種類の四つ足の動物や、はうもの、また、空の鳥
などがおり、主は「ほふって食べなさい。」と言われました。
主を心から愛し、主に従っているペテロは「主よ、それは
できません。」と答えました。地上の生き物の中に食べてよ
い物と食べてはならない物とが分けられてあり、その区別
なしに食べてはならないと書かれていたからです。（レビ
11：4～ 23）。律法即ちルールに縛られていたペテロは神
がそれをきよい物としても従うことができなかったのです。

　　素直に聞くことができていますか
　1 日の中で悩む時間がどのくらいありますか。振り返っ
てみて祈る時間と悩む時間はどちらが多いでしょうか。忙
しいと思っていませんか。忙しいと思っているのは悩んで

いることが多いからでもあるのです。悩んでいると次々に
思いが巡り忙しいのです。自分の古い価値観や慣習に支配
されている時は、ペテロのように神様の声が素直に聞けま
せん。特に経験があること、これは間違いなく自信がある
と思う時には気をつけなくてはいけません。私達はルール
によって判断するのではなく、その時その置かれた場所で
今神様がせよと言われていることに従わなくてはなりませ
ん。自分が正しいと思って持っている価値観が偏見ではな
いのか、聖書を読んで神様が伝える正しい思いと比べてみ
てください。礼拝でメッセージを聞く中で素直に聞けない
箇所があるなら、聖書の価値観と私達のルールが違うので
す。その時にこそ聞かなければなりません。良い時がある
のは、自分が良くしたからではなく、恵みです。自分の偏
見を取り除き、自分の価値観での行いを取り除いて正しく
自分を保っていれば、良い時は水路のそばに植わった木の
ように続くでしょうが、主の教えを喜びとせず、自分で良
くしたと思って過ごしているなら、また、向き合わなけれ
ばならない時がやってくるでしょう。良い時には問題がな
いので教えを素直に聞けません。しかし、問題を解決しな
いままでは、同じ問題はまた繰り返されます。これは神様
の定めた法則です。「人は種を蒔けば、その刈り取りもする
ことになります。自分の肉のために蒔く者は、肉から滅び
を刈り取り、御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいの
ちを刈り取るのです。」（ガラテヤ 6：7-8）偏見を取り除い
て素直に聞きましょう。「聞く耳のある者は聞きなさい。」（ル
カ 8：8）また、「誰でも、聞くのに早く、語るのに遅く、
また怒るのに遅いようにしなさい。」（ヤコブ 1：19）聞く
ことが大切であると聖書には繰り返し書かれています。

　　今語られた御言葉を行う
　誰かから忠告を受けた時に素直に聞いて行うことができ
ますか。褒めてくれる言葉、心配してくれる言葉は喜んで
聞けますが、忠告は聞きにくいものです。自分のことを心
から思って語られる言葉を素直に受け入れることができる
ようになりたいです。「ことばや口先だけで愛することをせ
ず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。」（Ⅰヨ
ハネ 3：18）向き合って祈りあって、解決することが隣人
になると言うことです。大切な隣人が私達を愛して伝えて
くれる神様からの忠告を素直に聞き、行いましょう。

　　　山羊と羊の例え
　聖書の終末論を読んでみてください。書いてあることが
すでに起ころうとしています。終わりの日が来た時に忠実
に聞くものは引き上げられ、聞かないものは振るい落され
る、と羊と山羊に例えて書かれています。（マタイ 25：32
～ 46）どんな状況にあっても小さな一人にしたことは私に
したことであると神様は言われています。その人はこの地
にあっても必ず報いられると約束されています。怖れを原
動力となる信仰を持つことを目的で伝えられたのではあり
ません。素直に聞く耳を持ち、神様の愛に立って生きなけ
ればならないのです。もう悩まないでください。悲しまな
いでください。自分のために生きるのをやめましょう。私
達は自分の力で髪の毛 1 本でも生やすことができません。
悩んでも悲しんでも解決することはできないのです。自分
のために自分のことを心配する必要はありません。「あすの
ための心配は無用です。あすのことは明日が心配します。
労苦はその日その日に、十分にあります。」「神の国とその
義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこ
れらのものはすべて与えられます。」（マタイ 6：25 ～ 34）
もし畑に私達の価値観で勝手な種をまいて悪い実がなった
ら、十字架で私達の罪を贖ってくれたように神様は刈り取っ
てくれるのです。それでも荒れた畑が実を結ぶ畑になるま
でに何年かかるのでしょう。すぐには変わりません。土が
変わらなければよい実はなりません。勝手な行いで悪くし
てしまった土がよい土に戻るには時間がかかるのです。で
きることはただ聞くことです。「信仰は聞くことから始まり、
聞くことはキリストについての御言葉によるのです。」（ロー
マ 10：17）
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レビ記については最初に「いけにえ」について記載されていま
す。まずは「全焼のいけにえ」です。動物の全てを焼き尽くし
ます。その点から、これは神への献身、完全な信頼の表明を意
味しています。そして、雄牛、羊、鳩と、その収入に応じて捧
げることが出来ました。次に「穀物のささげもの」です。小麦
粉、油、乳香を捧げましたが、ひとつかみ（祭司が三つの指で
つまんだもの）だけを燃やし、残りは祭司のものとなりました。
キリストの無垢な純潔を表すとも言われます。そして「和解の
いけにえ」です。これには感謝、誓願、自発の三種類がありま
す。これはいわば神との平和を喜ぶ交わりにあります。主イエ
スがしばしば弟子達と食事したことを思い出します。ここで厳
重に禁じられているのは血と脂肪を食べることです。次に「罪
のためのいけにえ」です。これは比較的重大な罪を犯したとき
の贖罪の規定で、そうすれば「赦される」ためのものです。罪
は赦されるものであり、赦されなければならないものです。そ
のためにキリストはこの動物たちに代わって永遠の犠牲となら
れたのです。これには立場よって違いがありました。①大祭司
の罪②全会衆の罪③指導者の罪④一般人の罪となっています。
次に「罪過のいけにえ」です。罪過の具体例と例外が挙げられ
ています。①証言拒否②獣の死体との接触③軽率な言葉。これ
らは軽度な罪を罪過と呼んでいます。そのための規定は、雌山
羊をいけにえとしました。買えない場合は山鳩とあひる二羽で
す。鳩が買えない場合は小麦粉１０分の１エパ（2.3 リットル）
でした。「聖なるものに対する罪」これは神への不実、過失に
ついてそれが分かったとき償いをするように定められていま
す。「他人に対する罪」他人のものを預かったり、欺いたり、
ゆすったり、落し物をねこばばしたりしたときに罪に定められ
ます。このようにいけにえには種類がありました。聖書を通じ
てそれぞれの違いについて理解しながら読み進めていきましょ
う。

牧　一穂　牧　師
平澤一浩
平澤　瞳
加藤優子
〇〇
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