
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
（11 月 20 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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澤口　建樹

　ある朝、妻に私の仕事の利用者さんに対して、「厄
介者」のように言う職員がいることについて愚痴
を言っていると、妻が、「世の中の人は人を裁くこ
とを悪いとも思わないで罪の奴隷なんだから、自
分は王族の地位のもののように人を見下してない
で、今までの価値観を捨てて、低くなって奴隷と
同じ立場にならないと」と忠告してくれました。
その内容は、礼拝のメッセージで言われていた事
でしたが、その時に改めて「ああ、そうだ。自分
はいつもこのことで関係を悪くして失敗している」
と受け止めることができました。 
　以前から私は「私は口下手です。助け手を与え
てください」とモーセに似ているところを感じて
いて、「助け手を求めないで神様を求める」という
ように変えられてきましたが、根本的な「失敗者」
「口下手」というところは捨てられずにいました。
　また、それとは逆に、私の名前は澤（水の）口（ほ
とりに）建（植えられた）樹（木）と、プライド
で生きて、他者を見下し、自分の弱さを認めず、
相手のせいにする、同じ劣等感があります。
　モーセは履物を脱ぎました。私も苦手なことに
ついて、そこから逃げずにプライドに立たずに黙
想し「神様から与えられている目的」を取り戻し
ます。
　神は仰せられた。「ここに近づいてはいけない。
あなたの足のくつを脱げ。あなたの立っている場
所は、聖なる地である。」＜出エジプト記３：５＞

  Ⅱサム4～10　水7金9

※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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（１１月６日）

「となりびと」
～かわいそうに思い　イエス様の目になった人～　　　　　ルカ１０章３０～３５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

　　　隣人とは誰か
　良きサマリア人のたとえは有名なので、ご存じの方も多いと思
います。これは律法の専門家がイエス様を試そうとして質問した
ことに対する答えとして語られた例え話です。律法の専門家は「何
をしたら永遠のいのちを自分のものとして受けることができるで
しょうか。」と質問しました。イエス様は「律法にはどう書いてあ
りますか。」と聞き返されました。すると律法の専門家は「心を尽
くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、貴方の神で
ある主を愛せよ」、また「あなたの隣人をあなた自身のように愛せ
よ」と書いてあることを答えました。イエス様が「それを実行し
なさい。」と言われると彼は自分の正しさを示そうとして「わたし
の隣人とは誰のことですか。」と質問しました。この質問に対する
イエス様の答えが「良きサマリア人」の例え話です。サマリア人
は当時イスラエルの人々から差別されていました。彼らが混血だっ
たからです。しかし、この箇所ではイスラエルから差別されてい
たサマリア人が強盗に襲われた人を助け、しかも宿屋の主人にお
金を渡して看病するように頼んでいます。祭司とレビ人が助けな
いで通り過ぎてしまったこととは対照的です。祭司とレビ人はど
うして強盗に襲われた人を助けなかったのでしょうか？祭司やレ
ビ人には血に近づいては行けないという決まりがあったからです。
困っている人を助けるという良心よりも、自分達の決まりのほう
が大切になっていたので、怪我をした人を助けなくなってしまい
ました。本当は誰の心にも良心があります。困っている人を助け
ようと思う優しい心を持っています。それをさせなくするものが
あります。

　　　親は見せることでしか子どもたちを
　　　教育できない
　親は子どもたちに見せることでしか教育ができません。子供を
叱ることは大事なことですが、叱る方法が間違っているなら子ど
もたちはそこから学ぶことができません。親ができていないこと
を子供にやれと命令しても子供には通じません。夫婦喧嘩をしな
がら子供に「仲良くしなさい」と言っても、子どもたちは仲良く
することを学んでいないのでできません。パリサイ人がどうして
パリサイ人になるのか、私たちはよく考えなければいけません。
ルカ 7 章 29 節～ 35 節では民や取税人はヨハネの教えを聞いて素
直にバプテスマを受けたが、パリサイ人たちはヨハネからバプテ
スマを受けないで、「悪霊に憑かれている」と言っていました。また、
イエス様に対しては「食いしん坊の大酒飲み、取税人や罪人の仲
間だ」と言って、イエス様を受け入れませんでした。パリサイ人
たちの親は何かあるとすぐに「悪霊に憑かれている」と言ってい
た言葉があります。親がやってきたことをそのまま継承してしま
います。私達も同じことを子どもたちにやっていまいます。良い
伝承なら構いませんが、大抵は良くない事を継承しています。こ
のようにして私たちは後の世代に悪い価値観を残していっていま
す。子供を叱るとき、「いい加減にしろ」、「何回同じことを言わせ
るんだ」、「なぜ分からないんだ」、そのような言い方をしていませ
んか。その言葉を自分に向けなければいけません。親が自らの弱
さと戦っている姿を見せなければ、子供はその問題と戦うことは
できません。また、親が子供の人生を決める行為も危険です。神
様はあなたの人生を「こうしろ」を命令したことがあったでしょ
うか。そのようなことは聖書には書いていません。聖書にはやっ
てはならないことが書かれてあります。「神を愛し隣人を愛せ」と
書いている以外はしてはならないことを書いています。してはな
らないことを教えるのが親の仕事です。それが神様のされたこと
です。しかし私たちは子供にして良いことを教えようとします。
子どもたちは自らが決断して行動するのではなく、親が決めたこ
とを強制されるようになります。神様から預かった子どもに伝え
る仕事、これは私達クリスチャンの大切な使命です。人の心を変
えることができるのは人と人との心の関係だけです。怒ることで
人は変わりません。叱ることは必要ですが、その後でその人を許
すことの中で人は変わっていくことができます。許すプログラム
こそがイエス様がやった十字架の御業です。悪いことをした人、
失敗をした人が沢山いましたが、「あなたがした失敗はこのような
結果を招くのだ」ということを教えるためにイエス様は十字架に
かかりました。鉛の入ったムチで何度も彼は打たれました。なぜ

そのようなことを受け入れられたのでしょうか。「あなたが発する
言葉のムチはわたしの体をこのように傷つけるものなのだ」とい
うことを伝えるためでした。「あなたが負っている重荷をわたしが
背負う。だからあなたは重荷を下ろして歩けるのです」と伝える
ためにゴルゴダへの道を人々に嘲られ、ムチに打たれ、のぼって
いまれました。そしてしてもいない罪のために十字架にかかられ
ました。それは私達が幼いときから意味もわからないまま謝るこ
とを強要されてきたからです。

　　こどもと関わっていますか？
　私達よりも弱い者が子どもたちです。それが隣人なのだと聖書
は伝えています。隣人は誰でしょう。私達の隣人は私たちに都合
よく動いてくれる人ではありません。良いことを伝えてくれる人
が隣人ではありません。厄介で見下すような相手で、邪魔だと思
える人です。こんな人いなければよいのにと思えるのが隣人です。
サマリア人は強盗に襲われた人のために、2 デナリを宿屋の主人に
渡しました。当時の 2 日分の賃金に当たります。自分のために使
うのなら躊躇しないと思いますが、見ず知らずの人に使うと思う
と躊躇するのではないでしょうか。でも、サマリア人は自分たち
が差別されて痛みを知っていたので、強盗に襲われた人の痛みを
理解することができました。だからお金をおいて行くことができ
ました。子どもたちに教えることなどありません。教えるのでは
なく見せるしかありません。なぜなら、イエス・キリストが生き
方を見せたからです。彼は愛とはどのようなものかを見せるため
に来られました。教会は見せるところです。教えるところではあ
りません。

　　　心が分かる人
　子どもたちを心が分かる人に育てなければいけません。関わる
私達が心のわかる人になっていなければ子どもたちは心がわかる
人にはなりません。だからイエス・キリストは 4 つの福音書を通
してどうやって生きたかをあれだけ細かく残しました。だから聖
書を読んでイエス・キリストの生き方を感じてください。あなた
がイエス様を感じない限り、子どもたちに心を残すことはできま
せん。あなたの心をイエス様と取り替えないといけません。私達
の心のままでは、子どもたちを心がわかる人に育てることができ
ません。分かってもらえないと分かりません。まずあなたが神様
の前に出て分かってもらいましょう。そうすると分かってもらっ
たあなたは子どもたちの心を分かってあげられるようになります。

　　　怒りではなく会話
　人とコミュニケーションを取るためには会話をする必要があり
ます。口論することでは傷つけ合うだけで何にもなりません。私
たちはやり方を変えないといけません。こどもとも会話をしてく
ださい。大人だからと言って子どもに対して権限を持っているわ
けではありません。親に権力を振りかざされて育つと、権力の嫌
いな人に育ちます。甘くしろと言っているのではありません。厳
しく接する必要があります。だた、ストレスで追わせないように
しなければいけません。神様は厳しい方です。「さがれ！サタン」
とペテロに言いました。でも「出て行け」とは言われませんでした。
ペテロと関わって食事をして終わります。許されたとわかったの
でペテロはまたついていきました。会話することで心が分かり合
えます。
　　　行為ではなく理由を見る
　子どもたちの行為を叱る人が多すぎます。なぜその行為をする
に至ったのかがわからないといけません。子どもは親にされたこ
とをします。今まで親から受け継いだ良くない事を断ち切る決断
をしましょう。決断すれば変わることができます。変わったあな
たが人と向き合えば、その人は変わっていけます。一人の人が関
わることが人を変える最大の方法です。私達が子どもたちに見せ
なければいけないのは人生です。あなたがどう生まれてどう生き
たかを子どもたちに伝えてほしいのです。イエス・キリストは 33
年間の公生涯を生きて伝えました。イエス・キリストに従う私達
の生き方を子どもたちに見せていきましょう。
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今週はアモン人についてみていきたいと思います。ロ
トの末娘は、ツォアル近辺の洞穴で自分の父の子を産
み、「ベン・アミ」と名づけました。このベン・アミ
がアモン人の先祖です（創 19：38）ベン・アミは「私
の民の子」という意味です。創 19 章に記されるよう
にアモン人はイスラエル人とは親族関係となります。
イスラエル人のカナン侵入の頃、アモン人はトランス・
ヨルダンの一部、後のアモン人の首都ラバ（現在のア
ンマン）を取り囲む地域に居住していました。アモン
人の主神はミルコム（「彼らの王」という意味）でした。
Ⅰ列 11：5、33 で「アモン人のあの忌むべきミルコム」
と言われています。このミルコムは人身犠牲、特に幼
児犠牲を求める偶像でした。ソロモンがアモン人の女
を妻にめとったためにミルコムがイスラエルに導入さ
れ、その聖所が造られましたが、後に、ヨシヤ王が宗
教改革を行い、これを取り除くことになります。民族
には様々な偶像が礼拝されていることが分かります
が、イスラエル人が唯一のまことの神を礼拝しその信
仰を守り通している姿を学んでいきましょう。 
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１１月の誕生者


