
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
（２月５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　晃太

　今月の初旬、24時間 PPHに行かせて
いただきました。今回は賛美がメイン
だったのですが、どこか賛美に向けてい
ない自分がいるなと感じました。自分で
判断して自分で露頭に迷う、そんな自分
を映し出している様でした。そこで今回、
「祈る」ということについて神様にお祈
りしてみると、自分の価値観を突き通し
すぎているんだなと思わされました。昨
週の礼拝にもあった様に、自分の価値観
を捨て、神の価値観へと生きていきたい
です。

しかし、あなたがたの天の父は、それが
みなあなたがたに必要であることを知っ
ておられます。だから神の国とその義と
をまず第一に求めなさい。そうすれば、
それに加えて、これらのものはすべて与
えられます。」（マタイ 6章 31 ～ 33 節）

  Ⅰ歴 10～16　水13金15

※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

「自分の価値観から神の価値観へ」
間を
す。

　今月の初旬、24時間 PPHに行かせて
いただきました 今回は賛美がメイン

「自分の価値観から神の価値観へ」
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角谷豊子岩本嘉津代

（１月２２日）

「神は美しい !!」
～主観が感動を取り去る～　　　　　　　　　　　　　　　伝道者の書３：１～１４

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

　みなさん、サソリやクモを見て「おいしそう」と思いま
すか。気持ちが悪いですか？日本人は、あまり虫を食べ慣
れていないので、このような虫を見ると、気持ちが悪いと
思う人が多いです。でも、世代や地域によっては、イナゴ
や蜂の子を食べていましたから平気だという人もいます。
先ほどのサソリやクモも中国の人達にとっては高価な体に
良いおいしい食べ物です。私たちは、生活する周囲の状況
によって考え方・捉え方が変わってきます。人に対しても
同じです。相手がどう出てくるかによってその人に対する
考え方が変わってきます。だから、私たち人間ひとりひと
りの主観はまちまちです。いつまでも変わらない、何があっ
ても変わらない聖書の本質によって物事を判断していかな
ければならないのです。そして、人の主観による考えが万
延している世の中で、クリスチャンがどう生きるかが大事
なのです。神さまは絶えず個人が変わることを願っておら
れます。そうなると結果、世界が変わるのです。ですから、
私たちが気をつけなければならないのは、いつもこの「個」
に目を向けていることです。その「個」に目を向けている
ために、いつも「神の時」を見ていなければいけません。
伝道者の書３：１～１４にはいろいろな時が出てきますが、
締めくくりが「神のなさることは、すべて時にかなって美
しい」なのです。なぜ神さまは時を美しいと言われたので
しょう。それを考え、また、美しいと感じて生きたいですね。
　　　愛と気使い、気遣いは違う
　マリアとマルタの話 ( ルカ 10:38 ～ 42) があります。イ
エスさまが自分たちの家に来たくださったということで、
マルタはもてなすことに一生懸命でした。一方のマリアは
イエスさまのそばに座って動きませんでした。それでマル
タは、マリアにではなくイエスさまに「主よ。妹が私にだ
けにおもてなしをさせているのを、なんともお思いになら
ないのでしょうか。私の手伝いをするように、妹におっ
しゃってください」と怒ったのです。マルタは本当にイエ
ス様が来てくださったことを喜んでいたし、おもてなしを
したかったからやっていたのです。本当は、怒るところで
はないのに腹がたってきたのです。なぜでしょう。こんな
マルタにイエスさまは「あなたは、いろいろなことを心配
して、気を使っています。」と言われました。「愛」と「気使い・
気遣い」は違うのです。マルタが心からの愛でおもてなし
を行っていたのであれば「私がやりたくてやっているので
誰がどんなことをしようが問題ない」という思いで腹が立
つことはありません。しかし、気遣いで行っていたのなら「お
前も気を遣えよ !」となるのです。私たちの間では、この気
遣いが発生します。この気遣いは、相手のことを思っての
もので無駄になるものではありませんが、本質ではありま
せん。現実です。お互いが生きていくための手段です。最
近はこの気遣いすらしないで自己流で成功するなどという
ドラマがありましたが、自分の主観にのみ生きて気すら遣
わなかったらどうなると思いますか。秩序なんてなくなり
ます。現代はこの両極端になりつつあります。そしてこの
両極端には解決が見いだせません。しかし、聖書は愛とい
う解決を与えてくれています。私たちクリスチャンは気遣
いではなく愛で行動するのです。みなさん、盲導犬を知っ
てますよね。盲導犬は、パートナーに対する愛のみに生き
ています。自分の身を犠牲にしてパートナーを導き、守り
きります。たとえ自分が刺されても倒れることなく血を流
しながら家まで送り届けるのです。これは気遣いでしょう
か。違います ! 愛であり、イエスさまの姿です
　　　主観から神の価値観へ
　この気遣いによって、神の美しさや感動が取り去られる
のですが、この気遣いが何から発生するかというと、自己
の主観です。ぜひ聖書を読んで自己の主観から神の価値観
へ戻りましょう。聖書の学びも大切ですが、まず、聖書を
読んで、この箇所で神さまはどんなことを伝えたかったの
か、なぜこうされたのか、イエスさまが誰かを癒す時、な
ぜこう言われたのか…。マルタにイエスさまがどうして「あ
なたは気を使っている」と言ったのかを感じて欲しいので
す。これは学びでは理解できません。聖書を読んで祈って
神さまに聞かなければ分かりません。神さまの愛に生きる
一番の方法は神さまを感じることです。人の目で見ると不

幸に見えることでも神の目から見れば素晴らしいことがあ
ります。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。
神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が
行われるみわざを、初めから終わりまで見きわめることが
できない。(3:11)」と書かれている通りです。神さまの永
遠の計画は一時の目の前の苦しみに終わることはないので
す ! 私たちの主観で判断できるようなものではありません。
ですから今日から、人と接する時に主観で判断しないよう
に気をつけましょう。「自分にしてもらいたいことは、ほか
の人にもそのようにしなさい ( マタイ 7:12)」とあるからと
言って多くの経験を踏まえた自分の考え・自分の主観で判
断して行うのではなく、神様の価値観で行っていきましょ
う。
　　　シンプルな目線。エッセンスは単純
　聖書の言っていることは常にシンプルです。それなのに
私たちは、わざわざ複雑にして難しい教えにしたいのです。
とくに現代人は、多少難しくないと「こんなに簡単なこと
で…信じられるか !」とナアマン将軍のように怒るのです (Ⅱ
列王記５章 )。ナアマン将軍はツァラトが癒される方法を預
言者から聞いたのですがそれが「ヨルダン川に行って７回
体を洗いなさい」だったのです。自分の主観によった考え
と違ってシンプルだったので怒ったのです。聖書の教えは
常にシンプルです。だから私たちの目線もシンプルにしな
ければなりません。この本質の原語がエッセンスの元になっ
たエッセンティア (essentia) です。物事の本質は単純でシ
ンプルで分かりやすということです。しかし、現実に起こっ
ていることは複雑な現状が混じり合っているのです。そん
な中で聖書は、どうしてそのような現状が起こったのか、
それは愛に基づいていたのかいないのか…実にシンプルに
解決を与えてくれます。いろいろ考えないで、聖書に基づ
いて愛をもって関われば複雑なことにはならないのです。
本質・エッセンスを入れるということはそういうことなの
です。聖書は始めから終わりまで絶えず「愛に基づかなけ
ればならない」と言っています。「私は知った。人は生きて
いる間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを。また、
人がみな、食べたり飲んだりし、すべての労苦の中にしあ
わせを見いだすこともまた神の賜物であることを。(3:12･
13)」単純なことなので複雑に思わされることがあるかもし
れませんが、それは神の愛から遠ざけ、解決させないよう
にされているのかもしれません。単純に神さまの愛に目を
向けていきましょう。
           神を恐れる=驚嘆・びっくり・感動
　神を恐れることは、驚嘆・びっくり・感動です。聖書の
できごとは常にびっくりすることです。だから日々、驚嘆・
びっくり・感動して欲しいです。「あの時、あの人が言った
ことは私に○○を知らせてくれるためのものだったんだ !」
「わぁ ! よかった !!」と。盲導犬を通してイエスさまの姿を
見ることだってあります。多くのことを通して感動して、
そこから得られることが必ずあるのです。私たちが、自分
の主観を通して見たり聞いて感じていることは、本当のこ
とではないことが多いです。当たり前と思っていることが
そうではないのです。だから、神さまの与えられた出来事
に感動していないと自分の常識でしか物事が考えられなく
なって、そのようにしか見えなくなってしまうのです。聖
歌「輝く日を仰ぐ時」の歌詞に「輝く日を仰ぐ時、月星な
がむる時、いかずち鳴り渡る時、真の御神を思う。我が魂、
いざ讃えよ、大いなる御神を ×２」とあります。
日々、いろいろなことで神さまを感じて美しさに感動して
いきましょう。私たちクリスチャンはこの世の人たちと同
じ目線にならないで、その人たちが正しい判断をすること
ができるように、正しい本質を得ることが出来るように祈
りましょう。そうすると、私たちを通して聖霊さまが働いて、
みなが神さまに導かれて、世界が変わります !

PMコリアンＰ
ふるさと 雪遊び

　歴代誌が最も力を入れて描いている人物
は、ダビデです。なぜなら、彼こそは「神の
王国」としてのイスラエルにおける「真の礼
拝者」の典型というべき人物だからです。そ
して神殿礼拝の創始者でもあるからです。実
際の神殿建設事業はソロモンに託されたが、
その建設のための一切の準備をなし終えたの
みならず、その神殿において行われるべき礼
拝のために必要な制度・組織を整えた人物で
す。そしてソロモンについても書かれていま
す。神殿建設者としてのソロモンに専ら焦点
を絞って記しています。神殿建設地に関する
記述においても、真の礼拝者としてのアブラ
ハムのモリヤ事件、及びダビデへの主の顕現
事件との関連に言及し、真の礼拝の原点は贖
いの恵みにあることを示しています。このよ
うに礼拝者という視点で歴代誌を読み進めて
いくと内容が理解しやすくなると思います。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉
平澤一浩
小根久保麻由美
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　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：行司　佳世）


