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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
（10 月 16 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

岩崎祥誉

平澤一浩
加藤優子
a西嵜真由美
行司伝道師
小根久保麻
中山英子
富岡　牧
澤口明子
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淺野　恵子

　今年も運動会の季節がやってきました。６年生にとっ
ては、小学校生活最後の運動会。６年生は、選手宣誓や
騎手、応援団長等、最高学年ならではの、みんなの憧れ
の役がもらえます。とりわけ応援合戦は、運動会を飾る
見所でもあり、応援団長は子どもにとっても親にとって
も花形です。しかし、役決めをしたところ、白組応援団
長の希望者がおらず、焦った私は、教師主導のもと、子
どもの気持ちを無視して、強引に決めてしまいました。
そして、そのことが後に保護者ともめる原因になってし
まったのです。
　問題が解決しないまま迎えた週末。礼拝のメッセージ
で、神様から語られたのは、「あなたを不安定にさせる
人がベストパートナーです。相手と切磋琢磨することで、
その場所はよくなります。」
　礼拝が終わると、教会の家族に共に祈ってもらい、す
ぐに、その子の家に向かいました。呼び鈴を押してから、
保護者の方が出てこられるまでの間、ソロモンが王に
なった時と同じように「神様、私に知恵をください。」
と祈りました。保護者と話し合いをして、再度決め直し
をすることになり、その時には 2人の児童が団長に立候
補しました。2人は団長と副団長になり、手を取り合って、
素晴らしい応援をすることができました。正に、相手と
向き合うことで、神様からの安定を得ることができたの
です。
（ヤコブ１：２～１６より）
　あなたがたの中に知恵の欠けた人がいるなら、その人
は、だれにでも惜しげなく、とがめることなくお与えに
なる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
ただし、少しも疑わずに、信じて願いなさい。疑う人は、
風に吹かれて揺れ動く、海の大波のようです。そういう
人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。
そういうのは、二心のある人で、その歩む道のすべてに
安定を欠いた人です。（５～８節）
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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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（要約者：澤口　建樹）

（１０月２日）

「目をあげて　私の助けはどこから？」
詩編８０：１－１９

スモールファミリー

誕生者のお祝い

　　勘違い　
　
　人生の９割を勘違いで生きていると言われています。私
たちは物事を今までの目線でしか見ることができません。
今まで自分がされたことを通して相手を見ることしかでき
ません。しかし、大切なことがその１割の中に隠れています。
その残りの１割の目線がどこへ向くかで９割の勘違いは矯
正されていくのです。信仰という教会での歩みにおいても
勘違いということがあります。皆さんにとって礼拝とはど
のようなものですか？なぜ礼拝が必要なのでしょうか？私
たちはなぜ神様の前に出る必要があるのでしょうか？

　　詩編８０：１－１９
　
　あなたがしようとしてうまくいかないことがあるでしょ
う。それはなぜなのか？私たちクリスチャンは問題が起き
たときどう歩むべきかわかっているのです。正しく歩めば
祝福を受けることも。うまくいかないときは戒めを守てい
ないことも。なぜうまくいかないかは、自分の犯した罪の
ゆえだとよくわかっています。ところが、「それでも神様は
私を見捨てない」と勘違いしているのでそうは受け止めた
くないのです。そのような中で正しく戻ろうとした人が行
うことが今日のタイトル「目を上げて～私の助けはどこか
ら？」です。アサフは神様の慰めはいらないと言いました。
しかし、神様に祈っています。これが、クリスチャンの歩
みです。神様は週を７日と定め、週の初めに神様の前に出
て自らを整えて歩みだす。その道から反れたことの結果で
す。アサフは自分が道から反れたことがわかっているので
す。しかし、その現実に押しつぶされそうになるのです。
その正しい思いと、現実とそのせめぎあいの中でぐちゃぐ
ちゃになっても歌っているのです。クリスチャンにとって
怖いことは忘却ということです。主の良くしてくれたこと
を忘れるな。しかし、私たちは忘れてベストでない行動を
選んでいくのです。ベストでない行動を選んでいっても勘
違いをしています。いつか神様は助けてくださると。もち
ろん、神様は守りたいのです。しかし、あなたが戻ろうと
思わないと神様の御手は助けられないのです。

　　的を外す

　聖書でいう罪は的を外すということです。それは週に一
度戻されないと戻り切れなくなっていくのです。あなたの
心の本当の心と、そうではないその心を惑わそうとする偽
りの気持ちその戦いなのです。そのような時選ぶ方法が神
様に目を上げるという方法なのです。皆さんは調子が悪く
なるとどこを見ますか？人ですか？あなたが変われば私が
変わる。私たちは誰かを変えたくなるのです。しかし、神
様の方法はそうではないのです。旧約時代に山の上にあっ
た幕屋は今どこにあるのでしょうか？それは私たちの心の
中にあるのです。人々が見てここに神様がいるんだと感じ
なければなりません。だから礼拝に来るのです。一週間た
つと、あなたの心がくすんでくるのです。あなたも見えな
くなるし周りの人も見えなくなるのです。神様はあなたを
拘束しようとはしていません。あなたの人生の十分の一を
私のために使いなさい。週のうち七日間自由に与えるけど
その一日だけ私の前に出てきて安息しなさい。と言ってい
るのです。それを守れば輝いていられると神様は知ってい
るのです。あなたが教会に来る前はこのようなことを考え
ることがあったでしょうか？皆さんが教会に来る前、人を
変えようとは思っても自分が変わらなきゃと思ったことは

あったでしょうか。いや、頭ではそうかもしれないとわかっ
ています。だけど、でも、しかし、人が主に向くとその覆
いは取り除かれる。と言われています。これはきれいごと
ではなくて、あなたの今の状況でよいので来なさい。と言っ
ているのです。

　　　弱さを認める

　神様の前に出てくれば今のあなたのままでよいのです。
だから礼拝は来なくてはいけません。あなたの悪い状態の
まま病院へ行ってください。病院へ行くのに良くなってか
ら行く人はいないのです。あなたが上を向けない一週間の
中で、いやでも１時間上を向いていなければいけない。そ
の一時間があなたが山へ向かって目を上げるきっかけにな
るのです。「もう私は嫌なのです。もう恵はいりません慰め
はいりません。神様帰ってください」という礼拝でよいの
です。礼拝は神様来てください」で良いのです。しかし、
神様が離れたのではありません。あなたが離れたわけです
が、そこに神様が来てくれて元の場所に戻してくれるのが
礼拝です。私たちが神様に目を上げて、勘違いを捨てて、
神様を求めて、それを反映させる。ありのままのあなたが
今の現状を認めること。これだけでよいのです。強がらな
くてよいのです。

　　勘違いを捨て、神様を求め、反映させる

　一人の人の考え方が変わるだけで、神様の前に出て本当
の自分がわかるだけで多くの人の人生が変わるのです。私
たちが神様の前に出て心の傷が癒されなければ治らないの
です。だからアサフは神様の前に叫んだのです「私はもう
耐えられません。もう嫌です。やってられません。なぜ私
がこんな状態で民をリードしなければならないのですか」
と歌ったのです。しかし、彼は神様の前に出ることはやめ
なかったのです。いかなる状況の時でも、人が主に向くな
らその覆いは取り除かれます。ジミーカーターはいつも人
に語っています。「人が神様から離れて正しいことができる
と思ってはならない。自分の心を収めることができなくなっ
た人は暴走と破壊である。」いつも皆さんの周りにあなたを
制する人がいますか？

詩編１２１編１－８

みなさん、是非神様の前に出ることを怠らないでください。
あなたの問題が起きたときには隠さずに素直にそれを向けて
ください。神様は教会という大事な組織を与えました。これ
はみなさんの家族です。この中であなたがともに祈りあえる
パートナーが与えられています。あなたのまっすぐな気持ち
を共に神様に祈れるのが家族です。神様に向くのをやめては
いけません。　そして隠す人生を歩んではいけません。私た
ちは良い時も悪い時も神様の前にまっすぐであるべきです。
繕ってはならないそれは二心である。と神様は言っています。
今日是非あなたの覆いが取り除かれて、あなたの目が神様を
向くようにご一緒に祈りたいと思います。
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　ルツ記は簡潔さと率直さ、内容の素朴さと豊かさによっ
て、読む者の心を和ませ、慰めと励まし、勇気と希望を与
える書として、時代を超えて賞賛されてきました。それは
今日の読者たちにも、その息づかいや肌のぬくもりをさえ
感じさせるほどです。ルツ記では大切な『買い戻しの権利』
について見ておきたいと思います。これは現代にはない考
え方だと思います。「ヨシュア」がカナンの地にイスラエル
を導いた時、部族氏族に土地が分配されました。 それは諸
氏族ごとに相続地として割り与えられたものでした。生活
をしていく中で、 豊かになる人もあるでしょうし、貧しく
なる人も出てくるでしょう。土地を売らなくてはならなく
なるケースもでてくると思います。神様はそのような場合、 
親族がそれを「買い戻さなければならない。」 （レビ記 25：
25）と定められ、いたずらに土地が人手に渡ることを禁じ
られました。 またそれとは別に、ヨベルの年を定められ、 
50 年ごとに土地は元の所有者に返さなければなりませんで
した。 もし買い戻しの権利がある親族がいなくて、土地が
売買されることになっても、 ヨベルの年には元の所有者に
戻ってきましたし、 売買の価格もヨベルの年までの収穫の
回数によって定められることとなりました （レビ記 25：10
～ 16）。これが買い戻しについての律法でした。これを理
解しながら読み進めていくとより理解することができると
思います。

北野　耕一　牧師
行司伝道師
平澤　瞳
佐々木亜弥
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　　　　渡辺和香子

１０月の誕生者


