
新年＆聖餐礼拝新年＆聖餐礼拝
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
（1月 15 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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西嵜　真由美

　私は２年前の夏に神様を知りました。た
くさんの奇跡と癒しと赦しをもらいながら
聖書を心の軸に生きているつもりが、いつ
の間にか、ぶれぶれの生き方をして すぐに
へこんだり諦めたくなります。先日一冊の
本を見ました。70人のクリスチャンを紹介
したいわゆる人物伝です。彼らは確かに偉
大ですが初めから立派な事を考えてはいま
せんでした。聖書に出会い、やがて志しを
持ち時代という風に負けずに光を見出だし
て進めたのは、どんな時も心の軸がぶれて
なかったからにほかなりません。私たちの
進む道は神様がナビゲートしてくれている
のですからこんな心強いことはないと改め
て思いました。神様と共に進み喜びに溢れ
る一年となりますように。
「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝
です。人がわたしにとどまり、わたしもそ
の人の中にとどまっているなら、そういう
人は多くの実を結びます。わたしを離れて
は、あなたがたは何もすることができない
からです。」（ヨハネ 15:5）
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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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TESTIMONYTESTIMONY「ぶれなかった人たち」
私は２年前の夏に神様を知りました。た
くさんの奇跡と癒しと赦しをもらいながら

「ぶれなかった人たち」
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聖餐＆新年礼拝

（１月１日）

「勝利者」
～人に勝つ人生から自分に勝つ人生へ～　　　マルコ２：３～５、ローマ５：１～８

スモールファミリー

ふるさとミーティング

　　　「実を残す２０１７年に」
　今年のテーマとしてヨハネ 15 章の御言葉が与えられて
います。ここは「主はぶどうの木であり、私たちは枝である」
という箇所で読んだことがある人も多いかと思います。「あ
なたがたがわたしを選んだのではありません。わたしがあ
なたがたを選び、あなたがたを任命したのです。それは、
あなたがたが行って実を結び、そのあなたがたの実が残る
ためであり、また、あなたがたがわたしの名によって父に
求めるものは何でも、父があなたがたにお与えになるため
です。（ヨハネ１５：１６）」新しく始まった２０１７年が
良い実を残すことができるように歩んでいきましょう。そ
のため、私たちは互いに愛し合う必要があります。たとえ
周りから自分にとって悪いことをされたとしても、悪で報
いるようなことをしていては良い実にはなりません。悪に
対して良い実を刈り取れるように行動していかなければな
りません。
　
　　　勝利者（小坂忠師）
　「勝利者」という賛美を聞いたことがありますか？この曲
はロサンジェルスオリンピックにおいて、女性のマラソン
ランナーが脱水症状と戦い、ふらふらになりながら、最後
まで走りきりました。その時の様子から生まれた曲です。
小坂忠師は音楽界で活躍している人でした。しかし、その
バンドを解散することになりました。彼はその原因を周り
にあると思ってきました。そしてその思いの中にいた時、
だんだんと敗北感を感じるようになっていきました。その
後、２歳になる娘さんが熱湯を被り、体の６０％のやけど
を負うことになります、しかし義理の祖母がクリスチャン
で、熱心に祈っていました。その祈りによって神様は奇跡
が起こり、娘さんの皮膚は手術前よりもきれいになりまし
た。そのような中で彼はイエス様と出会って、自分が間違っ
ていることに気づき、イエス様を受け入れていきました。
その後この歌が生まれました。

　　　４人の信仰によって
　（マルコ２：３～５）この箇所は病いで歩けない人を４人
の人が担いでイエス様の元へ連れていったお話しです。５
節に注目してみましょう。「イエスは彼らの信仰を見て、中
風の人に、「子よ。あなたの罪は赦されました」と言われた。
（マルコ２：５）」ここに “彼らの信仰” と記してあります。
これは病いの人を連れて行った４人の信仰を見たというこ
とです。この当時、病いになるというのは罪を犯し神に罰
せられた故になったという価値観でした。ですから病人は
人として数えられることもない存在でした。そのような状
況であっても４人はその人をイエス様の元へ連れていくの
です。イエス様は多くの人々に囲まれていたので、容易に
は近づくことができませんでした。そこで彼らは屋根に上
り、その屋根を取りはずし、病いの人をおろしました。イ
エス様は彼らの心と信仰を見て癒しを行いました。このよ
うに私たちは目の前に置かれている人をみて、周りに流さ
れることなく、良い実を残す行動をとっていくことが大切
です。

　　　私たちに与えられたものは？
　この病いを癒された後も、イエス様の歩みは周りの人を
愛し、正しい道を歩めるように、教え、戒め、そして自ら
で十字架への道を歩まれました。イエス様は弱い人を助け、
守るために、自分が犠牲となる道を選びました。当時の人々
は十字架をみて成功した人の歩みではないと思っていたか
もしれません。かえって敗北者であると決め付けていたか
もしれません。しかしそれこそが、愛の実を残す究極的な

道でした。この犠牲が伴う歩みを私たちに残しました。（ロー
マ５：１～８）私たちが例え悪いことをされたとしても悪
で返していたのでは良い実を結ぶことはできません。私た
ちは周りの人を変えようと様々なことをしますが、イエス
様は自分が犠牲となる道によって周りの人々が変えられる
人生を歩みました。これは私たちに継承していった信仰の
先人たちもこの歩みを実践した人たちでした。新島襄、新
渡戸稲造、石井十次・・・あげればきりがありません。

　　　自分に勝つ源は愛！！
　私たちの歩みの土台は何でしょうか。それはイエス様の
愛です。すなわち命がけの愛です。この愛を土台としてい
れば、たとえ何があったとしても我慢でなく、忍耐するこ
とができます。私たちの心が常にイエス様の愛にあふれ、
自分に勝つ決断ができれば、良い実を残していくことがで
きるようになります。「北風と太陽」のお話しでも北風では
人は変えることができないのは知っています。太陽に喩え
られているように暖かく包み込むような愛によって人が変
えられていくのです。私たちが周りと比較し、劣等感、孤
独感などを持ってままですと、悪い実を残してしまう人の
歩みになってしまいます。自分が変わろうとする姿、愛そ
うとする姿を通して伝わります。

           蒔かれたものを刈り取り、
　　　誰かのために蒔いていく
　聖書にも出てくるいなご豆というものがあります。これ
は収穫をするまで７０年の歳月がかかるものです。ですか
ら今、植えたものは７０年後にようやく収穫することがで
きるのです。現在食べているいなご豆は７０年前に先人が
植えて下さったのです。ですから植えた人と収穫する人は
違っているかもしれません。長寿な人は食べれる可能性が
ありますが・・・一般的には孫の世代のために蒔いている
サイクルになります。このことから①私が蒔いていない実
を刈り取っていること、それが刈り入れ時であることなの
です。②私が蒔かないと実が絶えてしまうということなので
す。私たちがどのような行動をとるのかによって良い実を
蒔くことなのか、悪い実を蒔くことなのかは決まります。
私たちの次の世代、次の次の世代に良い実を結ばせられる
種を蒔き続けていくのです。それが私たちが今することな
のです。決して絶やしてはいけないのです。

最後に
「あなたがたは、次の聖書のことばを読んだことがないのです
か。『家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。』
（マルコ 12:10）」私たちの土台を確認しましょう。心が頑な
になっていないでしょうか。それとも愛によって満たされて
いるでしょうか。私たちは自分に戦い続け、忍耐し続け、怒
らない、責任転嫁しない、人を変えようとしない・・・と決
断しましょう。私たちはイエス様の犠牲の愛の中に存在して
います。ですから “真の勝利者” となるために２０１７年最
初の礼拝で「今年は自分が変わる」と決断して歩んでいきま
しょう。
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いるでしょうか。私たちは自分に戦い続け、忍耐し続け、怒
らない、責任転嫁しない、人を変えようとしない・・・と決
断しましょう。私たちはイエス様の犠牲の愛の中に存在して
います。ですから “真の勝利者” となるために２０１７年最
初の礼拝で「今年は自分が変わる」と決断して歩んでいきま
しょう。
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　今回はこの後に書かれている歴代誌との相違につい
てみていきたいと思います。日本語の聖書では列王記
の後に歴代誌が続いていますが、ヘブル語聖書では歴
代誌は「諸書」の最後に置かれています。それは旧約
聖書全体の一番最後でもあることになります。また記
述がアダムからの系図に始まり、捕囚からの解放令で
終っているので、旧約聖書全体をまとめた年代記と言
えます。それ故王国時代という一時期を扱った列王記
とは書の趣旨が違っています。並行する時代や箇所が
あるのに歴代誌のほうが内容的に詳しいとか、視点の
違う記述もあります。大きな相違は、歴代誌が北王国・
サマリヤの歴史を省略、ダビデ・南王国ユダ・エルサ
レムの線を強調していることです。列王記は、分裂し
ていった北王国イスラエルを切り捨てるのでなく、並
行関係に置き、南王国ユダの実態をより明確にしよう
としています。歴代誌の目的を理解した上で、歴代誌
と並行して列王記を読み、その相違を考えることはと
てもよい通読方法です。この後、書かれている歴代誌
にも期待して読み進めていきましょう。
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　３日　近藤昭恵
　５日　牧　結果子　
　　　　西嵜一喜
１０日　小林博子　

１２日　三村路子
１３日　河野充華
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２０日　眞砂　仰
２１日　淺野主眞

２３日　平澤　瞳
２５日　鈴木たかよ
２６日　藤原ふきこ
２８日　藤原久美子
３０日　高橋道子

３０日　岩本嘉津代
３１日　角谷豊子
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