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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
（8月 7 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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　先日朝から息子たちを叱る出来事がありました。今思えば些細なこ
とでした。朝の出発時間が差し迫っている中で子ども達が朝食をとっ
ている最中に私が身支度の準備をしている時の一コマでした。凱千（次
男）はすでに朝食を終え遊んでいて、喜千朗は一人でご飯を食べてい
ました。私が喜千朗に「少しあっちに行くね、すぐに戻ってくるからね、
凱千と遊んでてはいけないよ、ご飯食べるんだよ、何かあったらすぐ
に呼んでね。」と声をかけました。ほんの５分程、席を外しました。「食
べた？時間が無いよ、さあ食べて行くよ～」と食卓に戻ると、ギョギョっ
としました。テーブルが牛乳の水たまり、息子二人の 4つの手が牛乳
をびちゃびちゃ跳ねていました。ニヤッと笑った二人の顔を見て朝か
らの慌ただしさとともに、あまりの腹ただしさに「何やっとるか――
――！！」「×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊
＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊
＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃」と怒り、いよい
よ出なければならない時間になり、怒り倒しながら車に乗り車中でも
しばらく怒っていました。たまにこういうことがあります。私の怒り
のスイッチが入るとその度行き過ぎる言葉を使ってしまうことが過去
にもありその度に、どうしようもないくらい落ち込んでしまいます。
この時も子どもたちにとって将来この言葉が傷とならないように、必
要なことは植わるように祈りました。心が落ち着き、「喜千朗神様にお
祈りしようか。」と言うと、「うん。」と言って、お祈りをし始めました。
「神さま．．．」と祈った瞬間、喜千朗が嗚咽が出るくらい泣きはじめそ
こから声にならない声で祈り続け「×△□＊＃＊＃×△□＊＃＊＃×△
□＊＃＊＃×△□＊．．．．神様ごめんなさい。△□＊＃＊＃×△□＊．．．
アーメン。」と３分程続きました。その間、凱千も一緒に目をつぶりな
がら言い（祈り）続けました。聞き取れたのは “神さまごめんなさい。
“アーメン” でした。祈り終えた後、私も泣いていました。
　愛情もって育てていても、祈っていても、子育てに不安になる事が
あります。育て方間違えているのではないかと思う時があります。し
かし二人の祈る姿を見たときに、祈り終えた時にみせた満面の笑顔に、
神様が育てて下さっているんだ。と心から思いました。「わたしは植え、
アポロを注いだ。しかし、成長させて下さったのは神です。」コリント
人への手紙３章６節
また、間違いをしてしまった時には二人のように素直な心で悔い改め
て生涯祈り続けていきたいと思いました。
「まことにあなたがたに告げます。あなたがたも悔い改めて子どもたち
のようにならない限り決して天の御国にははいれません。」マタイの福
音書１７章
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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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　４日　三好靖則
　５日　泉水一護
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（７月２４日）

「種まきと刈り取り」
                            ～良い実をみるまで！！～　Ⅱコリント９：８～１１、ガラテヤ６章４節～９節

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

目の前におきるできごとをどううけとめておきます
か？どう乗り越えるか、そこでどう向き合うかによっ
てこの物事が非常に悪だった事が益となるというこ
とがわかります。すべての事が相はたらきて益とな
るという聖書の約束があります。神さまは私たちが
撒いたものに対して刈り取りを与えその刈り取った
ものを祝福して益とすることが出来るのです。です
から私たちは物事に対する向き合い方を正しくして
いく必要があります。「神はあなた方を常にすべての
事に満ち足りてすべてのよいわざにあふれる者とす
るために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えるこ
とのできる方です。」Ⅱコリント９：８

　　　あなたは満ち足りていますか？
　　　～５つのパンと２匹の魚～
アンデレはパンを持っている子どもを連れてきまし
た。その子は素直に差し出しました。与えた時に１
２の籠にいっぱいになったとかいてあります。有り
余ってみんなが満腹になって、みんなが豊かになっ
て余ったのです。それがまた撒く種になります。５
つのパンと２匹の魚は、私たちが与えることを忘れ
ない為、流すことを忘れない為です。
「人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるの
です。」ガラテヤ６：５
「この地にあってはよると朝が続き暑さと寒さが続き
人は労して種を撒かなければならない」と聖書に書
いてあります。私たちが撒いた種は、この地で労を
しなければならない、重荷を負わなければならなく
なりました。人間が選んだ決断でした。それはなぜ
でしょう。それは人のせいにしてしまった事が原因
です。人生も一緒でうまくいっていないと全てがう
まくいっていないようにみえる、今しか見えていな
いから過程を忘れてしまい、種を撒けなくなり今し
か見えなくなります。聖書の恵みから離れているの
です。心の貧しいものは幸いです。霊的こじきにな
らなくてはいけません。問題が起きたらどう向き合
うか！そしてそこで自分の心の愚かさや足りなさに
気づくのが苦なのです。それを忘れて答えしか見な
くなってしまいました。人のせいにしつづけ、人間
関係がうまくいかないようにしています。どうすれ
ば信頼されるでしょうか？信頼は裏切らないことで
はありません。信頼は向き合うことです。人は失敗し、
裏切ります。ですが、それでも向き合い続ける中で
信頼関係を築いていくことができるのです。そのよ
うな人は多くの良い実を実らすことができます。私
たちが良い実を豊かに実らせ続けていくために、

　　①何の種を蒔く？
　どんな種を蒔いていますか？この御言葉に書かれ
ているように良い種を蒔いていますか？温順・寛容・
平和････。どんなに良いことをしても心の根底がこ
のようでなければ意味がありません。イライラは破
壊です。イライラはありませんか？このイライラを
持って、イライラしながら人に接していても決して
良い実を結ぶことはありません。人間関係で失敗す
るのは、私たちの口（言動）です。私たちは神様の
前に素直でなければなりません。しかし、イライラ
していると素直に悲しいことや本音を伝えることは
できません。いつも神様の前に正直に語るものへと
なっていきましょう！何の種を蒔くか、しっかり決

断していきましょう！私たちの語る言葉で何の種を
蒔くのかが決まってしまうのです。ただ、悪い種も
蒔いている最中にそれが悪いということには気がつ
きません。ですから注意深くどのような種を蒔いて
いるのか目を覚ましていなければなりません。良い
種を蒔く決断をしていけば、経験値をも上げことで
す。

　　②良い種を蒔き続ける
　私が種だからその人の土地を耕す。良い地を開拓
するということが人間関係です。ですから自分が種
として遣わされている、その時々に自分の持ってい
るものをだれかに流しましょう。倹約とケチは違い
ます。なのでケチにならないようにしましょう！そ
れはダメだよと言われていることをしないように決
断し続ける。

　　　③より頼む
　もし向き合い、問題に関わったとしたら、もし神
様の道に立ち返るなら、イバラのかわりにもみの木
が生えると聖書は約束してくれているのです。私た
ちはこのプロセスをしばしば省きたいと思います。
しかし、可愛い子には償って赦された人たちです。
神様は私たちをいつも赦してくれます。しかし、蒔
いた種は刈り取らなければならないのです。しかし
向き合えば、いばらがもみの木に変わるのです。も
みの木は永遠です。あなたの問題が奇跡と赦しにな
るのです。もしも、あなたの目の前に問題があるの
なら、あなたがもしかしたら悪い種を蒔いているの
かもしれません。良い実を実らすために、私たちは
向き合う必要があるのです。ですから、神様により
頼みましょう！悪い種を蒔いたのなら必ず刈り取る
ことになります。しかし、恐れてはなりません。刈
り取る時に神様により頼み向き合うとき、いばらが
もみの木に変わると聖書は約束して下さっています。

まとめ
私たちは、すぐに誘惑に負けてしまい、感情的になっ
てすべてを投げ出してしまいたくなります。神様はそ
の為に、私たちを強くさせてくださろうとして下さっ
ています。良い実を残す為に････。今、問題があるのなら、
それは大きなチャンスですですから今、人の塵をみる
のではなく、自分の目の中にある梁を見るべきです。
相手は関係ありません。自分がどうあるかです。私た
ちの持てる種を蒔きましょう！蒔き続けましょう！イ
エス様は私たちの為に十字架に架かられました。私た
ちが人を罵る口の為にです。
私たちのうちにある、劣等感や比較、孤独・・・・。
それら一切を主の前に捨て続けて行きましょう！神様
は全てを働かせて益として下さいます！
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申命記 12 章から 26 章にかけては律法を具体的に
語る部分に入ります。ある学者たちは「申命記法典」
と呼んでいる部分でもあります。12 から 15 章は
重要な儀式律法について、16 章以下は市民律法を
扱っています。今週の通読箇所は 12 章から 18 章
となります。12 章は聖所に関する規定、13 章は
偶像礼拝の危険について、14 章は「食べれるもの」
について、15 章は負債免除と奴隷解放についてが
書かれています。これが儀式律法と言われている
部分になります。その後、市民律法と呼ばれてい
る箇所になります。16 章は大祭と役人の任命につ
いて、17 章は裁判と王制について、18 章はレビ
人と預言者についてが書かれています。申命記は
下記の４つにまとめている人もいます。①主を選ぶ
こと。②全行程を覚えること。③祝福とのろいがあ
ること。④いのちを選ぶこと。このようなことを具
体的にどのように新しい地で生活していくのかと
いうことを教えとして残しているのが申命記にな
ります。これは彼らにとって生活の基盤となるも
のです。今日の私たちも自分たちの生活に当ては
めて祈りつつ、考えながら進んでいこうと思いま
す。
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