
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
（1月 29 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
小根久保麻
a全本みどり
唯恵伝道師
永井匡史
全本みどり
澤口明子
富岡　牧
西嵜芳栄
眞砂香和
西嵜達也

：
：
：
：
：
：
:
:
：
：
：
：

富岡　牧

　次男の凱千は、『ママーここ痛い～アーメンして
～』と１日に何回も泣きそうな顔で言ってきます。
転けたところ、ちょっとぶつけたところ、かさぶ
たになっているところ、蚊に刺されて治ったけど
少し色が変わっているところ、何もなってないと
ころ、などなど。本当に痛そうなところから、そ
れ痛くないでしょ⁇と思うところまで痛いアーメ
ンしてーと言ってきます。ママにお祈りをしても
らえば大丈夫、だからお祈りして！という感じで
やってきます。お祈りをしてあげると、何もなかっ
たかのように笑顔になって離れて行きます。

　私も癒されて痛くはないはずなのに、ただ色が
治りきっていないだけのものに痛みを感じてしま
うような事があります。そんな時これは癒された
はずだけど…そう、痛むはずはない、違う、と自
分に言い聞かせるようにあれこれ自分で考え、自
分自身の力で決断に持っていこうとしている時が
あることを思わされました。息子が私のところに
痛い、だから、アーメンしてと、くるように
私は神様に『神様、痛い気がする助けて』とあり
のまま持っていきたい、そうすれば神様が必ずそ
こに平安を与えて下さると信じ切れる事をも、与
えて下ると信じます。

「子どもたちをわたしのところに来させなさい。止
めてはいけません。神の国は、このような者たち
のものです。まことに、あなたがたに告げます。
子どものように神の国を受け入れる者でなければ、
決してそこに、はいることはできません。」
ルカ福音書 18章 16 節～ 17節

  Ⅰ歴 3～9　水6金8

※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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（１月１５日）

「もしも進化が事実なら」
創世記1：２７

スモールファミリー

ふるさとミーティング

　　　はじめに･･･
　『あなたがた律法学者は、わざわいである。知識のかぎを
取りあげて、自分がはいらないばかりか、はいろうとする
人たちを妨げてきた」。（ルカ 11:52・口語訳）』このみこと
ばが意味する事は何なのか･･･これを一人ひとりがしっかり
と受け止めたうえで、生物進化論がもし真実ならばどうな
のか？を考えていく必要があります。
　　　進化論とは
　生物はどのようにしてできたのでしょうか？このことに
ついて、この日本で多くの人が学んできたのは進化論です。
きっとその内容に全く疑問も持たずにいた人も多くいるか
と思います。では、次のやりとりを聞いてあなたはどう感じ、
どう考えますか？男の子：「我が家ではサルを飼っています
が、いくら眺めていても人間になりそうにありません。い
つサルは人間になるのでしょうか？」生物学者：「長い、長
い時間の中で徐々に人間に近づくのです。」･･･この答えは
「時間」というベールによって真実をぼやかされているよう
に感じないでしょうか。私たち人類はこの事実をこの目で
確かめられたわけではありません。多くの生物学者が徹底
的に調べ観察しているにもかかわらず、未だこのことが真
実かどうか実証できたわけではないのです。
　　　進化論・創造論を語るうえで
　　　大切なこと
　進化論に対し、創造論は聖書の創世記 1 章から書かれて
いる内容をみるとわかります。このことについて、自分の
目で世の初めを見たわけではないから納得がいく答えは得
られないという方がいらっしゃるかもしれません。しかし、
ここに 1 つの答えがあるとするならば、その答えを追求し
てみる価値があります。この天地に満ちているものをじっ
と眺めるだけでどれほどの感動と発見があるのかあなたは
知っているでしょうか。ぜひ神が造られた自然と、どこま
でも精巧で知恵に満ちて機能性に満ちて、人間にとって有
用な生き物たちを感動をもってみようではありませんか。
今はテレビやゲームなどの影響が大きい世の中ですが、そ
のようなものに時間を費やすよりも被造物から感動を得て
命の時間を大切に使っていく必要があるのではないかと私
は考えます。
　　　いま立って考えてみよう
　　　①生物進化はどうでもいいような
　　　問題ではない。私たちの人生観・
　　　世界観が変わってしまう
　先述したように生き物が存在することについて私たちが
考えるとき、２つの考え方があります。ひとつは、万物が
ひとりでに偶然にある日突然存在するようになったとする
「進化論」、もうひとつは万物が創造者によって造られたと
する「創造論」です。どちらが本当なのかの前に、このふ
たつのどちらを信じるかで人生観世界観が全く変わってく
る大問題なことを知っておきましょう。私たち一人ひとり
がこの事に向き合うことはとても大切な事です。
　　　②専門家に任せすぎた
　今までこの問題について、多くの人は専門家に任せて自
分で考えることをしてきませんでした。実は私たちが偉い
人が作ったから間違いないだろうという考え方こそ大変危
険なことだったのです。ひとつの例を挙げるならば、私た
ちは東日本大震災で原発の問題に直面しました。今まで絶
対大丈夫と言われ続けてきた安全神話が崩壊を目の当たり
にしたのです。もっと昔からのことをいうと、今でこそ地
動説が正しいことと私たちは知っていますが、昔の人たち
は千年以上もの間も天動説が正しいと信じていました。学
者が言ったことを鵜呑みにし信じきっていた結果がこれで

す。しかも天動説が間違いだと分かったからといって学者
は誰も謝りはしませんでした。やはり、専門家に任せすぎ
てしまうのではなく視点を変えて自分で物事をみていく必
要が私たちにはあるのです。
　　　③いま進化論の雲行きが怪しい
　私たちが今まで神がかり的に信じきっていた進化論の考
え方に暗雲が立ち込めてきていますが、そんな時だからこ
そ私たちは一人ひとりがどう考え、どう生きるかをみつけ
ることが重要です。現代において、自分の生きることに対
する意味が分からない人がどれほどたくさんいるでしょう
か。自殺する人の多くは就職や病気、結婚などの問題にぶ
つかったり、自分は何のために生きているのかを見いだせ
なかったりした人たちです。もしその人たちが創造論を信
じたならば、あなたは高価で尊いものとして神様が創造さ
れ、生きる意味を与えられていることに気づけたかもしれ
ません。
           もしも生物進化論が真実ならば・・・
　人間が偶然に発生し、偶然の積み重ねで自然に進化した
ことになれば、この世に絶対者または計画者は必要となく
なり、結果次のことが正しくなります。
「人間には生きる目的はない」「自然界での生存闘争・弱肉
強食が加速する」「道徳的責任の入る余地がなくなり、人種
差別やいじめを避けられない」「国家主義、覇権主義がまか
り通り、福祉政策・貧民救済・慈善活動は根拠を失う」･･･
はたしてこれが真実といえるのでしょうか。ユダヤ人を中
心とした大量虐殺したヒットラーをはじめ、日本において
も進化論を信じている人が殺人を犯したという事実があり
ます。しかし、弱い者は生きる価値がない、弱い者は常に
強い者のエサになる運命を背負っているというのは果たし
て正しいでしょうか。そのような理由で殺人を犯す事は決
してあってはならないことです。ヒットラーの劣悪な行為
は多くの有力者の協力がありました。このことからも人間
の罪がいかに深いかを思い知らされますし、自分たちがど
う生きるか真剣に考えていく必要があります。

まとめ
強くなければ生き残れないという自然淘汰の考え方が正しい
とすると、長い生存競争の中で弱者とされる動物は絶滅して
いてもおかしくありません。しかし、鯨の餌となる鰯は今も
なお、数を減らしてはいません。同じように食われる運命に
あるとされる動物も天敵によって何匹かは犠牲になったとし
ても決して全てが滅ぼされることはないのです。
私たちはこういったことからも自然淘汰の考え、自分が誰よ
り優れているかよりも大切なものがあることを知っています。
しかし私たちの心にはいつからか人を差別する心、例えばい
じめで自殺する人を見て弱い人は仕方がないと思ってしまう
心が知らない間に芽生えていることがあります。あなたの心
にもそのような思想はないでしょうか。もしあるならば、私
たちはこの思想のためにとりなして祈らなければいけません。
神様の真理に従い、知識によって生きるのでなく、神の愛と
恵みによって生かされていることを私たちがいつも感じてい
られるように、イエス様の教えに従い歩む人生を自分で選び
取っていきましょう。
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PM特別セミナー

歴代誌の特徴についてみていきたいと思います。歴代誌が
扱う歴史の範囲は、人類の創造から始まり、ペルシヤ王ク
ロスによる解放勅令にまで至っています。これは聖書の歴
史書で言えば、創世記の初めからエズラ記の初めまでの部
分と並行する内容になっています。それらの並行箇所と歴
代誌の記述とを比較すると、歴代誌には明らかな特色が見
られます。まず系図とリストについてです。系図は、イス
ラエルという民の歴史を読者に思い起させるためのもので
す。しかしそれは単なる機械的な人名の羅列ではなく、そ
こには、「礼拝の民」としての「正系」と「傍系」の別が目
立つようにされ、しかも正系の中にも「主流（本流）」と「傍
流（支流）」の別があることを考えさせる叙述の仕方をとっ
ています。アダムから始まっているのは、人類は本来、す
べて真の神なる主の礼拝者たるべく創造されたことを含意
し、その流れがノア、セム……アブラハムへと続く線を正
系とし、イシュマエルやエサウから分岐する線は傍系とし
て位置付けられています。イスラエル（ヤコブ）の 12 人の
子とその子孫はすべて正系と言えるが、その中で主流の位
置を占めるのはユダの子孫とレビの子孫になります。その
ユダ族の中でもダビデの子孫が主流中の主流であり、レビ
族の中ではケハテ→アムラム→アロン→エルアザル……の
線が主流中の主流として位置付けられています。このよう
に系図もこのような意図を感じながら読み進めていくと理
解が深まり、歴史がつながっていくように感じてくると思
います。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師
西嵜芳栄
藤井サト
a佐々木亜弥

　１日　小根久保ゆう太
　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
１５日　吉川雅之
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

１月の誕生者
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（要約者：平澤　瞳）


