
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
（9月 18 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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河島　稜

　僕は毎日、日記を書いています。それは 1年前
から何気なく自分から将来の為に何か役に立つん
じゃないかと想い始めました。その日記を先日読
み返していました。その中には楽しかった事、嬉
しかった事、そして悲しかった事、辛かった事が
記されています。よく見ると悲しい事、辛い事が
あった時、ある度にここへ来て、教会の家族に支
えられて、元気になって、また頑張るぞという気
持ちに変わって出ていきます。最近では僕が支え
る側、手本となる側へと姿を変えていってます。
それはとても成長したというのと同時にプレッ
シャー、責任感もたくさんあります。そのマイナ
スが大きくなって自分の小さな不安を大きな心配
に変えていきます。特に何もない、だけど不安。
何かが心配という状態になっていきました。それ
に気づいたのはある人と久々に話をした時でした。
本当は心配するような事ではないことを心配して
いるような気がすると言われて最初はよく分から
なかったけど、今ではわかります。大事な事を忘
れていました。心配なことをずっと探すのではな
く、素直に神様のしてくれた感謝を探していこう
と僕は想いました。それに気付いたのもパートナー
そして教会の家族のおかげだと想っています。こ
れからも共に歩んで助け合っていきたいです。「ま
た主なる神は言われた。「人がひとりでいるのは良
くない。彼のために、ふさわしい助け手を造ろう。
（創世記２：１８）」

  ヨシュア20～士3　水24金2

※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

日 月 火 水 木 金 土
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日、日記を書いています。それ
なく自分から将来の為に何か役
かと想い始めました。その日記
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　日名
ﾘﾝﾀﾞｹｲ・ｻﾌﾞﾘﾅ
・ﾏｸﾌｧｰﾚﾝ 岩崎晃輝

小林裕美
牧希穂乃
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ソンソルナム
特別集会 in 岡南教会

（要約者：平澤　瞳）

（９月４日）

「安定」
                            ～内的？外的？～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤコブ１：２－１６

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

　　私たちが求める安定とは
　
　あなたの求める安定はなんですか？という問いに、多く
の人が経済的な安定、家族や職場などの人間関係の安定、
心の安定などを答え、約９割の方が外的要因に安定を求め
ていることがわかりました。確かに、この地で生きていれ
ば物質的、環境的安定を求めることは当然のことといえま
す。しかし、私たちが真の安定を手に入れるには神様によっ
てしか得ることができません。
聖書には良い地に蒔かれた種と岩地や茨に落ちた種、砂の
上に立った家と岩の上に立った家などの例えがあり、これ
は安定と不安定について書かれたものといえます。あなた
の状況はどちらでしょうか。そしてもし今あなたの現状が
不安定ならば、安定するためにどのようにしたらよいので
しょうか？これから、私たちの真の安定を手に入れるため
に、どう歩んだらよいかを学んでいきましょう。

　　日々、神様を感じていますか？
　
　ノアの箱舟の場面神様との約束の「虹」が出てきます。
あなたには虹は何色に見えているでしょうか？虹は完全数
の７色と言われることもあれば、３色、５色という人もい
ます。しかしこの虹は実際には光の反射により無限の色が
存在しており、人の目に見える数で判断することはできま
せん。これと同じように、私たちは日常生活で自分の目に
見える状況のことだけで物事を判断していることが意外と
多いのではないでしょうか。そんなとき確認したいのは、
あなたが日々神様を感じているかどうかです。最近、神様
が創造されたものをみて神様を感じましたか。神様が創ら
れたものに触れることはあなたの肉体と心を癒し、内側を
リフレッシュさせます。輝く日を仰ぐときという聖歌があ
りますが、日々の中で神様を感じていくことが私たちには
不可欠で、それにより私たちは安定を得ることができるの
です。

　　　①外からの影響を断ち切る
　
　先週のメッセージであなたは製品ではなくオンリーワン
の神様の作品であることが語られ、一人ひとりに役割があ
り比較競争する必要はないことを知りました。しかし、私
たちは自分が不安定な状況にあるとき、これはあの人のせ
いだ、この環境のせいだと外的な要因のせいにしてしまい
ます。そのように外的要因に影響を受けることをやめ、も
し外的要因が不安定な状況にあるのなら、それを安定させ
るためにどうしたら自分が何をすべきなのかを考えていき
ましょう。
もしあなたを不安定にさせる人が近くにいるならば、その
人はあなたにとってのベストパートナーです。相手と向き
合い自分と向き合い切磋琢磨することで、その場所は必ず
良くなります。なぜなら、神様があなたを先に選びその場
所へ遣わされたからです。時に辛いこともあるでしょうが、
そのような時あなたのために神様は教会を用意してくださ
り、共に祈る教会の家族を与えて下さっているのですから、
外からの影響を断ち切り神様からの安定を選び取りましょ
う。

　　　②内側で神と繋がる
　
　私たちの内側が安定することは、人がうつ病から戻るた
めの方法とよく似ています。「こころの処方箋」を書いた臨
床心理学者の河合隼雄先生は人がうつ病から立ち直るため
の最大の方法として「１将来に対して希望を持つこと」「２
自分よりも偉大な存在と繋がって安心すること」を挙げら
れました。私たちは人にはどうしようもできないことがで

きる方と繋がることが大事です。その方は私たちが何かを
しないと応えてくれない世の神々とは違い、ただ私たちを
愛し、私たちに将来と希望を与えてくださる真の神です。
そのことを信じて疑わず、神に祈り繋がりましょう。

　　　③罪から離れる　神の時
　
　　人生にはいろいろなことがあります。伝道者の書３ :１
に書いてあるとおり『すべての営みには時がある』のです。
あなたが今この地でこの環境の中で生きているのは、すべ
て神様の時だからです。今もしかすると、うまくいかない
現実が目の前にあってどうしようもない状況のなかにいる
人もいるでしょう。しかし、あなたが今そこにいるのは、
良くなる時が来るためです。もちろんそのためには戦いが
あります。聖書の言葉を実現させるにはその時を信じて戦
わなければいけません。もしも今逃げたい現実があるなら
ば、逃げずに向き合いましょう。すべては将来あなたを通
してそこが良くなるためです。そのために今は内側を整え、
競争をやめて神様に向きましょう。神様は早くあなたがそ
こを抜け出してほしいと願っておられ、その方法を与えて
下さっています。神様に繋がり、知恵を得ていきましょう。
　

私たちがしていくこと～知恵を得るために～

　知識と知恵の違いは何でしょうか。知識とは経験や過去か
らのことを指し、聖書のことばはすべて過去の言葉なので知
識の言葉（ロゴス）と言われています。それに対し知恵（レーマ）
は、その知識の言葉を私たちの心に種をまき、問題が起こっ
た時に神様に祈る時、同じ聖書の言葉によって与えられるも
のといえます。では、あなたは聖書のみことばをいくつ覚え
ているでしょうか。よく聖書を読み親しみなさいと言われま
すが、それはあなたがクリスチャンだからという理由ではあ
りません。みことばを読み、自分のうちに蓄える理由は、神
様は私たちの将来を知っておられる方なので、私たちのこれ
から起こるであろう事をみことばによって示してくださるか
らです。
　私たちは誘惑に遭いそうになる時に、（※私たちを創られた
方はあなたのことをよく知っているので試す必要がありませ
ん！）今までの経験、知識によって判断し回避しようとする
欲が生まれます。しかし、神様はその時その時のベストを用
意してくださっており、その方法はいつも同じとは限りませ
ん。ですから、私たちは知識からではなく、いつも知恵によっ
て神様と共にその問題を乗り越えていく必要があるのです。
知恵を得るために、聖書を読み、あなたのうちにみことばを
しっかりと根付かせていきましょう。
　また、あなたはいつの間にか頑張るクリスチャンになって
いないでしょうか。頑張って知らず知らずのうちに自分自身
を傷つけていないでしょうか。聖書にはあなたに頑張れとは
一言も書いておらず、ただ信じて素直な心で神様に聴くこと
を言われています。そのためには知恵が必要です。あなたの
これからが安定した歩みとなるよう知恵を求めて祈っていき
ましょう。そして、希望を持って偉大な神様と繋がっていき
ましょう。
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すが、それはあなたがクリスチャンだからという理由ではあ
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様は私たちの将来を知っておられる方なので、私たちのこれ
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ましょう。そして、希望を持って偉大な神様と繋がっていき
ましょう。
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洗礼式
in 渋川海岸

ヨシュア記 20 章は「逃れの町」につい
て書かれています。逃れの町が設けられ
たのはイスラエルには「目には目。歯
には歯」（レビ 24：20）という同害報
復法がありました。しかし、計画的で
なく過って死に至らしめた者をその復
讐者から保護するため、また正当な裁
判を受けさせるために、「のがれの町」
が設けられました。続いて 21 章はレビ
人の町について書かれています。地図
にはレビ族の割り当て地がありません。
レビ人は国民の宗教生活を維持するとい
う独特の使命を担わされていたので、
部としてまとまった土地を所有するので
なく、各部族の相続地に町々を提供され
ました。レビ人にはケハテ諸氏族、ゲル
ション諸氏族、メラリ諸氏族があって、
それぞれ各部族から割り当て地を得まし
た。①ケハテ諸氏族は、ユダ族、シメオ
ン族、ベニヤミン族、エフライム族、
ダン族、西部マナセ族から。②ゲルション諸氏族は、イッサカル族、
アシェル族、ナフタリ族、東部マナセ族から。③メラリ諸氏族は、
ルベン族、ガド族、ゼブルン族から。〈のがれの町〉はすべてレ
ビ人の町でありました。23 章にはヨシュアの遺言ともいうべき
内容が記されています。①主の恵みのみわざについて②律法遵守
の促し③律法違反に対する罰。主に従い通したヨシュアの歩みを
通して主に従って歩んでいきましょう。

牧　一穂　牧　師
牧　唯恵伝道師
岩崎祥誉
岩崎まり子
a西嵜芳栄

メッセージ：
司　    　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

　１日　淺野愛可
　　　　杉本紗奈恵
　　　　村部稜太
　　　　矯　宇辰
　２日　井上智世里

　２日　那須陽子
　　　　眞砂永一
　　　　小根久保麻由美
　３日　青木容子
　４日　小池暢一

　８日　佐藤仁実
　　　　藤原友規子
　　　　吉野航平
１３日　牧　希穂乃
１４日　ﾘﾝﾀﾞｹｲ・ｻﾌﾞﾘﾅ

１６日　岩崎晃輝
　　　　小林裕美
１７日　小林　茂
　　　　日名拓史
　　　　林　景子

１８日　大嶋妃佐子
　　　　丸井克己　
１９日　富岡　牧
２０日　楢村紗英
　　　　澤口明子

２１日　蓬莱裕美
２４日　守屋寿子
２５日　河合慎吾
　　　　永井千愛
２７日　西嵜達也

２９日　ケルビン
　　　　泉水京子

９月の誕生者


