
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１９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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ホンミンア（ミナさん）：
今回のリーダーです。リバーサイドチャーチの
宣教チームとして何回もきています。コリアン
パーティーの料理を主に担当しております。

ユヒョンミ（ユっちゃん）：
中国にある韓国の幼稚園で働いています。交わ
りの中で中国語も紹介してくれたりしていま
す。オルガン、ピアノ演奏が得意です。

パクオーニュ（オーニュちゃん）：
今回はじめて、宣教チームとして来ています。
岡山は楽しかったでしょうか。みなさんお尋ね
ください。

ハンドンギュン（ドンギュンさん）：
昨年冬の宣教の時はリーダーをして下さってい
ます。宣教チームで何回もきて下さっています。
シアターセラピーをしています。

イヨナ（ジョナさん）：
今回のチームのリーダーでしたが、出国手続き
の関係で急きょ来れなくなってしまいました。
お祈りください。

毎年２回（夏と冬）に宣教チームを送ってくだ
さっているサミル教会のためにお祈りしていき
ましょう。

  Ⅰ歴 24～29Ⅱ歴１　水27金29

※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

TESTIMONYTESTIMONY「宣教チームのご紹介」
ホンミンア（ミナさん）：
今回のリーダーです。リバーサイドチャーチの
宣教チームとして何回もき ます リア

「宣教チームのご紹介」
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　大西　大西　大西京子 三村伸行

（２月５日）

「神様の夢に生きる！！」
～夢を受け継ぐにふさわしくいきる～　　　　　　　　出エジプト３２：１１～１６

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

　　　　神を中心に
　モーセは民が言うことを聞かなくていいかげん疲れ果て
ました。ヨセフは大臣として自分の民を引き連れて来てお
びただしく増えましたが、奴隷となってピラミッドを作り
毎日が苦しかった。豊かになったら神様に背く、そして「も
うやだ、こんな奴隷としての人生はやっていられない。」ずっ
と文句の連続。イスラエルの民の人生はずっとこの繰り返
しでした。
　イスラエルの民には「あなたを海の砂、星のように増える」
夢があったのです。しかし、神は、アブラハムに全く真逆
の「あなたの息子をささげよ。」と言われました。でも、ア
ブラハムは人生のその中心に神様を置いたのです。アブラ
ハムは親の財産を断ち切り、自分の人生を生きるという生
き方に進んだことがわかります。今でも親子の関係をしっ
かりと断ち切れた人は、その人生を確立することができま
す。しかし、いつまでもお互いに依存関係を持っていると
その関係が私たちを悪くしてしまうことが多々あります。
私たちクリスチャンは子育てをするとき、この御言葉に立っ
て親から離れられるように、自らの道が歩めるように伝え
ることがとても大事です。神の法則というのは、やれば必
ず反映するのです。ところが中心に神がいないと何も残ら
なくなるという大変な問題になります。

　　　燃え尽きることのない柴　
　　 アカシアの木
モーセは、モーセの人生によく似ている荒野で生きるため
に神様が適応させたすごい能力を持ったアカシアに出会う
のです。アカシアは枯れているのに燃えないのです。アカ
シアはギリシャ語で「アキス」「とげ」という意味で、棘によっ
て自分を守る状態が、それが枯れて自分を守れない失望し
た状態を指すのだと言われています。契約の箱はアカシア
で作られています。それだけ素晴らしい神がいる場所とし
て選んだような人、それがあなたです。モーセもそうです。
ところが、モーセは８０年間荒野にいてとうとう自分は何
もないという絶望のどん底でした。そこに、神様はわざわ
ざ燃えて何も価値がないようなアカシアを見せてそれが燃
えていない。神様のやり方はあなたの一番やなことから呼
ばわるのです。神様がされることはその場しのぎではない
のです。自分に自信を失ってから、もう一度「私があなた
とともにいる」という自信を与えるのです。和解がなされ、
解決がなされるのですが遠回りしていたのは誰だったので
しょうか？棘を生やしたままでは役に立たないのです。と
ころが命をなくしたようなアカシアの木から神様は役割を
果たします。枯れないと燃えないのです。苦難が多ければ
その都度、神様は変え、用いているではないですか。

　　　夢の実現に向けた訓練　マサか！！
　イエス様が荒野で誘惑を受けるのには意味があったので
す。すべて申命記から返答しているのです。モーセのこと
をイエス様は考えていたのです。イエス様にとって、これ
から十字架にかかられて死ぬために働くスタートです。こ
れから自分を一切殺して、一度も失敗が許されないのです。
普通の誘惑に見えますが、この時イエス様にとって一番痛
い所を疲れた誘惑だったのです。これから十字架に架かり
に行くのです。悪魔がこの地を与えるという誘惑とイエス
様が十字架に架かってこの地を引き戻すことは同じことで、
誘惑を聞けば痛い思いをしなくて目的が果たせたのです。
ふつう楽して生きたいと思うではないですか。しかし、自
分のためにそんなことをしては、この世に生きてきた意味
がないのです。私たちが失敗するから彼は一度も失敗が赦
されないのです。だから、とことん失敗しないやり方をこ
こでとことんやらされたのです。どうして、失敗しないよ
うにしたかというのが申命記６章になるのです。申命記６
章がイエス様が守れと言った約束で立法なのです。イエス
様は申命記６章を彼自身が守ることで人々に伝えたのです。
私たちは「神を愛し隣人を愛する」というテーマが、理解
できているが現実できなくなっているのです。では、どう

やってできなくなっているのかというと、自分を愛してい
ないからです。自己愛の強さは自信ではありません。「神様
が一緒にいるからそれがなせるのだ」「主を礼拝する」とい
うことをイエス様を通してマサを通して伝えたのです。毎
回備えられているにも関わらず、必ず解決するのにも関わ
らず、彼らは毎回文句を言い続けていたのです。何故かと
いうと、信頼（自分が神様から愛されているという自信）
が自分にも神様にもなかったからなのです。

           一喜一憂を棄て神様を感じる！！
　タルムートの中に「自分が自分のために自分の人生を生
きないのであれば、いったい誰が自分のために生きてくれ
るのだろうか？」という言葉があります。皆さんが一時の
感情で自分の人生を破壊するとどうなるかということを神
様が伝えたいのかがわかります。神様はあなたに夢を与え
ます。イエス様にも神様から託された夢がありました。し
かし、イエス様にとってその夢をかなえることは戦いでし
た。でも、皆さんは戦いではありません。イエス様がそこ
で戦ってくれたので私たちは戦わずして夢を得ることがで
きるのです。「あなたが撒かないものを刈り取るとき、あな
たが植えなかったものを食べるとき、荒野で神があなたを
祝福されたことを忘れてはならない。」と書いてあったので
す。夢をかなえる方法は一つで「あなたがどんなときも神
様を忘れない」ということです。「あなたが豊かで満ち足り
たとき、荒野で神があなたをどう導いたのかを思い出し子
供たちに伝えなければならない。」と言われているのです。
今日、神様があなたに何を与えようとしているかを、ちゃ
んと感じていてほしいのです。神様が一緒にいないで夢が
かなえられることはありません。何故かというと、私たち
が私たちを保てないからです。皆さんが自分を保てなくな
れば、自分を律することができないで相手のせいにするの
であれば、その夢が叶うはずがありません。だから、神様
はその夢を与えるために訓練し育てるしかありません。そ
の、育てられている最中に心を固くしてはならないと言わ
れています。そして、繰り返してはいけません。必ず夢は
叶います。今週あなたの前に何かが起こった時に行動しな
いでください。あなたが焦って何かをすると壊れます。神
様は始められる前に４０日間、飲まず食わずで制したので
す。みなさん、今日この御言葉に立っていただきたいのです。
イエス様が選んだ道は「神様を愛する」ただそれだけの道
でした。そして、イスラエルの選んだ道は「ただ繰り返す」
という道でした。早いほうがいいです。気づく方法は一つ
です「神様を愛してください」。愛する方法は一つです「あ
なたのそばに神様を感じてください」。聖書は成功の哲学で
はなく、幸せの哲学と言われています。聖書は最後に幸せ
になる方法です。クリスチャンになったら悪魔の攻撃は受
けないのでしょうか？イエス様にも来るのですから私たち
にも来るのです。どうやって追い出したのでしょうか？「イ
エスの御名によって出ていけ」と言って追い出したわけで
はありません。イエス様の方法は悪魔に勝ったのではなく、
自分に勝ったのです。「隣に神を置くことだ」ということが
わかるのです。あなたの夢が叶ってほしいのです。そのた
めの方法は一つです。イエス様と一緒に生きるしかありま
せん。是非、皆さん、今日、神様を選んでほしいと思います。

PMコリアンＰ
ふるさと 雪遊び

歴代誌の著者をみていきたいと思います。ユダヤ教の
伝承では著者をエズラとしていますが、それが絶対確
実であるという証拠が薄い状況です。そのためエズラ
の可能性が大きいとしています。書かれた年代は最終
記事（クロス王による解放勅令）から見て、前 538
年より後であることは確かです。エズラが著者である
とすれば、エズラ記の著作年代に近く、前 440 年前
後かと考えられています。そして執筆目的として歴代
誌自体の中に明記されていないのですが、すでにあっ
た歴史書の単なる「改訂増補版」を意図したのではな
く、かつての歴史から学ぶべき教訓を提供する「神学
的歴史書」を志したと考えられています。この歴代誌
により、当時すでに建設されていた第 2 神殿を中心と
して純正なる礼拝をささげることを、契約の民、選び
の民としてのイスラエルに促し、それによって「礼拝
の民イスラエル」の再建を図ることを、本書記者は目
的としたと推測しています。私たちが歴代誌を学ぶこ
とは「真の礼拝者たちが霊とまことによって父を礼拝
する」（ヨハ 4：23）道を知るための、1 つの重要な
手掛りを得ることができると思います。その視点で読
み進めていきましょう。
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１２日　大西京子
　　　　三村伸行
１３日　全本みどり

１４日　加藤優子
１５日　佐々木亜弥
１６日　西嵜芳栄
１９日　那須澄雄
２１日　太田幸子

２１日　永井比和子
２２日　舛田幸恵　
２４日　藤原大靖
２５日　吉野晴道
　　　　藤原祐子

２９日　山本信子

２月の誕生者
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（要約者：澤口　建樹）


