
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
（8月 14 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

全本みどり
富岡美千男
a淺野恵子
加藤優子
富岡　牧
平澤　瞳
高橋奈津江
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舛田　幸恵先生

　岡山では上映されなかった映画でとても残念に思って
いましたが、７月のセル活動の日に教会でこのDVDを
鑑賞させて頂くことができ感謝でした。
　韓国の天才テノール歌手ベー・チェチョルさんは脚光
を浴びて活躍している中、突然癌で声を失いました。け
れど、この悲劇のどん底、真っ暗闇の大試練を乗り越え
て再び歌手として奇跡の復活を遂げ、現在世界中で活躍
されています。この実話をもとに作られた映画です。ベー
さんが大試練を乗り越えられたのには二つのことを思わ
されました。①絶望の中で彷徨いながらヨブのように涙
の祈りをささげ、神様に向き合った。②日本人の音楽プ
ロデューサー輪嶋氏（役名は沢田幸司）との深い友情。
　輪嶋さんはベーさんを日本に初めて紹介した方です。
ベーさんとの出会いの中で深い友情で結ばれ、ベーさん
の試練を受け止めて愛の行動を取り続け、日本でベーさ
んが声帯機能回復手術を受けることができるように、そ
して再び歌えるように寄り添い続けました。5月 19 日
ラブ・ソナタ岡山でもベーさんと一緒に壇上に立ち、ク
リスチャンが大嫌いだったけれどベーさんとの友情で結
ばれ、この出来事の中で神様を信じ、クリスチャンになっ
たと証しされました。
　いつ思いがけない出来事に出会うかはわかりません。
又、そんな渦中にいる人に出会うかもしれません。けれ
ど、どのような中にあってもベーさんの姿から思わされ
たヨブのように神様に向き祈ることを選び、痛んでいる
方と出会ったならば輪嶋さんのように共に向き合い、寄
り添い続けていきたいと願います。イエス様がとられた
方法で…。「愛は結びの帯として完全なものです。」（コ
ロサイ 3：14）「あなたも行って同じようにしなさい。」（ル
カ 10：37）
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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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「ザ・テノール～真実の物語～」を鑑賞して
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（要約者：全本　みどり）

（７月３１日）

「回　復」
                            ～受けた恵みを流す～　                                                                  創世記11：1－9

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

　　　ノアの時代…
　
　神様は一度世界を大洪水で裁いたことがあります。
「主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが
みな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。」
（創 6:5）大洪水は必然だったと言っても過言ではな
い酷い時代でした。けれど、神様は、ご自分の前に
正しく生きていたノアに箱舟を作ることを命じ、ノ
アと家族、雄と雌一つがいずつの動物達を守られ、
新しい人類のスタートを備えられました。このよう
に、神様は裁きの中にあっても慈しみをもっておら
れる方です。新しくスタートした人類。ノアの後に
信仰の父アブラハムが登場してきますが、それまで
に何もなくダイレクトにいったのではありません。
バベルの塔の出来事が起こります。

　　　バベルの塔…
　当時、石ではなく窯で焼いたれんが用いられまし
た。れんがと瀝青（今のアスファルトのようなもの）
で建てた建物は防水もでき、本当に堅い丈夫なもの
でした。経済的な豊かさがあったことがわかります。
そして、ただ塔だけを建てたのではなく、塔を中心
とした都市を作りました。人々は自分の名をあげよ
うとしました。これは単純に有名になろうというこ
とではなく、神様なしの共同体を作って自分の思う
通りにしようという意味です。彼らは神様なしで自
分達の考え方、哲学のために生きる経済複合体・宗
教複合体、つまり神様に反逆する共同体を作ったの
です。バベルの塔はおそらく現在のパレスチナにあ
るジグラットだと思います。ジグラットの写真や絵
を見たことがあるでしょうか？大きな塔には屋上ま
で続く階段があります。このように塔を建てて人々
は自分の限界を乗り越えようとし、都市を作って繁
栄して神の所まで行きたかったのです。けれど、全
知全能の神様、私達を造られた神様の前にはバベル
の塔は全然届きません。私達が偉くなりたいと思っ
てもその偉さは神様の前では何の偉さにもなりませ
ん。人間の文明や哲学は神様の前には無といえるほ
ど小さいのです。神様はバベルの人々の言葉を混乱
させ、地の全面に散らしました。一見、ただの裁き
のように見えますが注意深く読んでみるとそうでは
ないことがわかります。「さあ、降りて行って、そこ
で彼らのことばを混乱させ、彼らが互いにことばが
通じないようにしよう。」（創 11:7）「降りて行って」
とあります。神様は私達の罪を遠くから分析して裁
いたのではありません。神様は自分に反逆している
人々のところへ、罪の現場へわざわざ自ら来られた
のです。言葉を混乱させ、地の全面に散らされたの
は裁きの中にも人々がこれ以上反逆の罪を続けない
ための憐れみがあったのです。
　
　　　私達にとってのバベルとは…？
　
　自らが強くなりたいという思いは地位・名誉・家
を所有すること・いい車に乗ること…etc 物理的な安
心を得るという価値観を生み出します。それがある
程度満たされると次に出てくるのはナショナリズム
です。国家という権力をもつことで自らが築いたも
のを失われないようにしたいという価値観です。そ

れが戦争を呼び起こします。愛ではなく権力で一致
していくのです。これは教会の中でも起こりうるこ
とです。教会に集まってもその中に愛の一致がなく
なったらどうでしょうか？傷ついている人がいて、
その人達のために真剣に祈り、助けることがなくなっ
たらどうでしょうか？教会に集まる意味はありませ
ん。けれど、私達の教会はそうではありませんね。

　　　受けた恵みを流すために集まっている
　
　イエス・キリストは家畜小屋に来て下さいました。
私達の一番汚いグチャグチャの心の中に自ら降りて
きて下さったのです。そして、その心の中に光を灯
して下さいました。「皆さんの教会はどんな教会です
か？」と聞かれたらどう応えますか？私達はいつも
一緒にいるので時には喧嘩もします。でも、それだ
けでは終わりません。そのことを通して共に研ぎ合
い、神様が造られた本当の姿に戻っていくわけです。
ここがいいのです！世の中は喧嘩したらもうなるべ
くかかわらないようになっていきますが教会は違い
ます。バベルの人々は自らの価値観が合う者同士が
集まってその都市が繁栄するために大きな権力の象
徴を建てて民を一つにしようとしました。けれど、
私達はそうではありません。私達が集まる理由は、
自らの一つの考えをおしつけるために、また破壊す
るために集まっているのではありません。それぞれ
が神様から、教会の家族から受けた愛と恵みを流す
ために集まっています。私達の顔は恵みで満ちてい
ます。受けたものが背後にいっぱいあるのです。教
会の家族が共に祈ってくれた恵みが溢れているので
す。

　　　キリストの愛によって
　
　日本と韓国。私達は元々散らされました。国家で
は痛みの歴史があり、色々とあります。けれど、神
様の愛を得ると心が繋がります。そして心が繋がる
と、言葉が通じなくても、たとえ痛みがあったとし
ても共に手を取り合い、共に涙を流して祈り合うこ
とができるのです。キリストの愛によって散らされ
た民族と民族が再び結ばれるのです。これが崩壊さ
れたバベルの統一なのです。
　

祈りましょう
今も世界ではたくさんの悲しい争いや事故が起こって
います。私達の周りでも心の高ぶり、傲慢な気持ち、
相手をみくだす思いで壊れてしまった関係があるのな
ら回復していくことができますように。
イエス様が取られた方法は一人一人に神様が出会い、
その人の心が癒されて回復されることです。その回復
を与えられた私達です。受けた恵みを痛んでいる方々
に流していきます。

今も世界ではたくさんの悲しい争いや事故が起こって
います。私達の周りでも心の高ぶり、傲慢な気持ち、
相手をみくだす思いで壊れてしまった関係があるのな
ら回復していくことができますように。
イエス様が取られた方法は一人一人に神様が出会い、
その人の心が癒されて回復されることです。その回復
を与えられた私達です。受けた恵みを痛んでいる方々
に流していきます。
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申命記 12 章から 26 章にかけては律法を具体
的に語る部分を見ています。19 章は逃れの町
について。20 章は戦いの方針について。21
章は殺人、家庭問題について。22 章は同族へ
の配慮について。23 章は主の集会について。
24 章は弱者への配慮について。25 章は寡婦
の結婚について。この市民律法と呼ばれてい
る部分の終わりである 26 章 17 節は直訳する
と「主を、あなたは、きょう、あなたの神で
あると宣言した」で始まります。この告白は、
同時に、その「主の道に歩み、主のおきてと
命令と定めとを守り御声に聞き従う」という
告白につながっていくものです。申命記は「神
の民として自立」していくことがテーマとし
て描かれています。自らの決断で正しい道を
選んでいくこと、そのために御言葉が与えら
れました。御言葉は私たちの足の灯であり、
道の光と詩篇に書かれているように私たちも
御言葉によって歩んでいきましょう。

牧　一穂　牧　師
舛田先生＆祥誉
平澤　瞳
小根久保伸彦
a山本洋子
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　２日　淡中哲郎
　４日　秦野利昭
　　　　馬場孝太朗
　６日　澤口建太

　６日　平澤初実
　９日　高橋　司
１３日　石川美弥
１４日　西嵜真由美

１４日　富岡喜千朗
１８日　廣田彩香
２０日　斉田裕子
　　　　澤口来海

２１日　花房洋子
　　　　西嵜璃愛
２２日　山本淳平
　　　　平澤一浩

２５日　冨士本亮一
２７日　吉川由季

８月の誕生者


