
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
（４月３０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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今年から仕事に完全復帰をして、担任を持たせて
もらっています。転勤して、全く新しいタイプの
学校になり、わからないことだらけの日々を送っ
ています。帰りが 9時を過ぎたり、急いで帰って
学童に子どもを迎えに行って、晩御飯の支度をし
たりと余裕のない生活になりました。そのような
忙しい生活の中で、どんなときも笑顔で、どんな
ときも神様に心を向けていようと心がけています。
それは、私に与えられている課題のように感じて
います。「どんなときでも私を見ることができる
か？」と神様に言われているように思います。楽
な道を選びたいなあと思う甘ったれた自分は、ま
だ少し残っています。だけど、神様は私に、私の
賜物が生かされるのはこの道しかないと言われて
います。神様から与えられている使命をしっかり
と受け止めて歩もうとすると、自分が乗り越えな
いといけない弱さや傷が見えてきました。私はそ
の弱さや傷と闘います。

マタイ 7・13「狭い門から入りなさい。滅びに至
る門は大きく、その道は広いからです。そして、
そこから入って行く者が多いのです。いのちに至
る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者
はまれです。」 

  エス７～ヨブ３　水１０金２

※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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仕事に完全復帰をして、担任を持た
います。転勤して、全く新しい
り、わからないことだらけの日

「狭き門」
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聖 日 準 備
食 事
日 曜 片 付

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

特別集会
（有賀師）

19：30~

県北祈祷会
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20：00~

特別ﾌﾟﾚｲﾔｰ
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（和田師）
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（４月16日）

「真実と偽り」
～ポスト トゥルースに注意　メタノイヤの道６～　　　　　　ルカ２３：２７～３４

ふるさとミーティング

聖書の学び

誕生者のお祝い

　　　ホストトゥルース
　ホストトゥルースという言葉を聞いたことがありますか。最近
イギリスがユーロを離脱したり，アメリカでも本来勝つはずでな
い大統領が選ばれたりといったことが起きています。なぜこのよ
うなことが起きるのでしょう。現実に起きると大変なことになる
のに。それは，ホストトゥルースが起きたからです。「ホストトゥ
ルース」とは，「真実の後」という意味で，世の中が，何が真実な
のかでなく，感情や個人的な信念により動いていくことを指すの
だと言います。人には良心があります。そして本来，自由の決断
を良心によって成すはずなのです。しかしそれができなくなって
います。外部から入ってくる言動や感情によって，変わってしま
うという恐ろしさがあります。ホストトゥルースとは自らを失っ
た社会です。これは最近では同情にも起こっています。イエス様
が十字架にはりつけになるために丘に向かって体中傷だらけで引
かれている最中，イエス様を信じて涙ながらに走り寄った人たち
に，イエス様が語った言葉は「泣くな，私のために泣かなくてよい。」
でした。情で走り寄っていったのに。神様は私たちの心にすばら
しい心を与えました。ところがその心に基づいて正しく行動して
いるつもりだった彼女たちは，イエス様は「ＮＯ！」と言われた
のです。「子どもを生まなかった親が幸せだという時代がこれから
くるんだ，そのために泣きなさい。」と言われたのです。今がその
時です。親が子どもを持つということは非常に不安でしょう。学
校に行かせるのも不安でしょう。なぜなら，そこで正しいことが
行われるかどうか分からないからです。痛ましい事件がそこら中
で起こっています。私たちの心の良心は何処に行ったのでしょう。
人と接するときにどのように向き合っているか，そして本来どう
あるべきかそれを考えてみてください。私たちは聖書の中で罪人
だと言われます。なぜなら的を外しているからだと言われます。「メ
タ」とは○○の後，「ノイア」は視点・考えや思いを表します。す
なわち「メタノイア」の直訳は，視点・考えを後で変える，思い
直すという意味です。なぜ教会に来るのか，それは普段考えない
ことを考えなければならないからです。私たちは，何も考えない
で生活していると，何が的を外しているかも分からなくなってし
まいます。良心と感情のせめぎ合いによって起こったいざこざで
す。見るべき真理から違うものを見ていたからです。聖書の原点は，
根本解決です。あなたの人生は，対処的解決ですか？根本解決で
すか？情は，その真髄に愛がなければならないのです。愛とは，
親が子を愛する愛に近いと聖書では言っています。我が子が間違っ
ているときに，親は対処療法ではなく，二度としないように考え
るでしょう。根本的解決をするために親は向き合うわけです。と
ころが私たちは，目の前にある事象に対して同情心から人々に向
き合おうとします。
　　　人生の真実に向き合う　
　あなたの中にある真実と偽りについて，私たちがどう向き合う
かを考えないといけません。偽りは，私たちの人生にいつも関わっ
てこようとします。人生の真実と向き合わなければならないとい
うことは，大きなテーマです。イエス様は十字架にかかる時に，
自分に同情を向けてくる人たちにどう関わったでしょうか。彼の
人生の真実は，自らを犠牲にして生きるという生き方でした。十
字架にむかう時でも，人生の真実に向き合おうとしました。本来
の神様との関係というのは，私たちの心の思いが，神様に帰る瞬
間なのです。あなたを愛してくれる人の愛を知ったときに愛によっ
てその愛にこたえようとする，その関係です。これは宗教の話と
して聞かないでください。言われたことを何か実践することで，
何かによって愛され，利益を得られるような下らないことではな
く，あなたが本来のあなたとして生きるために命をかけた事件が
あったということなのです。あなたの本来が，本来たるところに
行かないがゆえに，命をかけたという歴史があるのです。その人
は人生と向き合いました。イエス様がなぜ十字架にかかったので
しょうか。彼が十字架にかかってイエス様の十字架の横にかけら
れた２人の罪人に言った言葉は何だったでしょうか。７つの言葉
があると言われますが，最初に言った言葉は「彼らは何をしてい
るのか分からない。彼らをゆるしてください。」でした。人は苦し
みのどん底に落ちた時，自分を正当化する言葉が出てきます。し
かしイエス様は私のために泣くな，彼をゆるしてくださいと言い
ました。アダムとイブが罪を犯したとき，アダムは，謝ることが
出来ず，「あなたのつくった女が食えと言ったから食べたんだから
何が悪いんですか。私が悪いんじゃない，この女が悪いんです。」
と言ってしまいました。私たちの心の中にはいつも，いつ裏切ら
れるかという潜在的なおそれがあります。だから根本解決に向か
う道は，私たちの中でおそれです。人と向き合うのは楽しいですか。
何かのせいにしておけば楽です。しかし，イエス様は十字架の上
でその道を選びませんでした。彼の思いは最期，自らの人生の使
命に戻ったのです。彼は自分の人生に向き合ったから，すべての

人が神から見捨てられる痛みを彼一人が背負わなければならない
という強い信念があったので，人々の言葉の代償として彼が十字
架で背負って語ったのです。だから彼は進んで十字架に手を差し
伸べていきました。手にくいを打たれたときの痛みは愛でした。
あなたを愛するがゆえの十字架の彼のミニストリーは，人生に向
き合うと言う，大きな賭けだったのです。逃げるなと伝えるために，
彼は，あなたの人生に向き合ったのです。目の前で何かが起きる
と逃げたくなります。向き合うと，被害を被るかもしれません。
しかし，彼は逃げない道を，あなたに模範として示しました。今
日自分の人生を向き合うことを決断しましょう。過去を思い返し
てみてください。どんな記憶があなたの中に残っていますか。大
概被害にあった記憶です。私たちの過去の記憶は，あなたの人生
で間違った記憶や置き換えた記憶に変えられていきます。なぜな
らその時に悩み，怒ったり苦しかったりしたことを解決していな
いからです。頭では解決したつもりになっていますが，ふたを閉
めて忘れているだけなのです。記憶の中にはちゃんと残っていて
認識しています。つながっていないので，その記憶をある時突然
思い出すのです。誰かと出会ったときに過去の記憶が出てきては，
あなたの考えを覆してしまいます。本来あなたが選ぶべき記憶で
ないことをさせるのです。私たちの記憶はそのようにして，その
人をイメージづくります。イメージづくったものと真実や心理は
どうなのかということを考えなければなりません。あなたがとっ
ている行動や今起きている問題，あなたが今直面している現状を
偽って記憶していきます。そして絶えず人のせいにします。本来
それが問題と分かっているけれど対処療法をしてしまいます。そ
れと向き合っても解決はありません。あなたはどこへいってもそ
の問題と向き合うことになってしまいます。だからイエス様はあ
なたがそれと向かい合わなくてよいように十字架にかかることを
決意したのです。
　　　私の羊を牧しなさい
　私たちがなぜ人のせいにするのでしょか。イエス様の弟子たち
が最後の晩餐のときにどんなことをしたでしょうか。あなたはど
の弟子に似ていますか。イエス様はペテロに１対１で向き合いま
した。そして真髄のところまで戻ったのです。人生とは向き合う
ことです。私の羊を牧しなさいとは，向き合うことです。許すとは，
向き合うことです。過去の記憶の中から解決をし，憎しむ人を許
すという決断をしなければなりません。自己防衛ではなく，丸腰
で向き合えばよいのです。心を開いて向き合う，その道に進まれ
たのがイエス様です。イエス様は裸であざけり者として，十字架
にかかっていきました。あなたが憎しみを着たままではこの道を
進むことはできません。憎しみの服は人々を傷つけるだけです。
過去の記憶を持ったまま，整理をしないままでは，その傷から出
る言葉で人を傷つけます。そんなつもりがなくても，その人を解
決してあげることはできません。優しくしてもその人は悪くなっ
ていきます。なぜなら愛ではなく情だからです。情で人を変える
ことはできません。一時心を楽にすることができてもまた戻りま
す。何かに依存しても何も変わりません。あなたの価値観でもの
ごとを判断して，間違った見方で人を育てようとします。あなた
の間違った価値観を祈りに変えましょう。あなたのために命をか
けた人は，あなたの人生に変化をもたらせたかったのです。あな
たが何を選ぶかです。あなたの良心に聞いてみてください。あな
たは素直に決断する人なのか，それとも頑なな道を選ぶのか，否
定する人になるのか，そのまま対処療法で生きるのか，それとも
神の道に近づくことが出来るのか。
　　　ボンへッファー
　ヒトラーに捕らえられた牧師のボンへッファーは，獄中の人々
に向かって祈り，「これが最後です。私にとっては命の始まりです。」
という言葉を残して殉教しました。獄中で彼の祈りによって沢山
の人が救われたのです。彼は一粒の麦になってそこで死にますが，
彼の祈りは多くの人の励ましとなりました。みなさん自分の過去
の解決のために祈ってください。それがイースターです。あなた
の周りに病んでいる人がいます。その人を憎しんでいるなら，愛
し許して祈ってください。私の罪のために許してくださったイエ
ス様の愛のゆえに，私の過去を断ち切って過去の記憶を作り変え
てください。あなたの記憶は変えられて病は癒され，新しい人生
の始まりとなります。そして，人々に継承されていきます。それ
がこの聖書の教えなのです。

農業体験
～もみまき～

いよいよ歴史書が終わりヨブ記に入り
ます。ヨブ記は「歴史書」「詩歌」「預
言書」という３つの区分の「詩歌」に
入っています。これは紀元 4 世紀のウ
ルガタ訳聖書以来の伝統であります
が、ユダヤ人はヨブ記を韻律詩として
唱えるので、詩に分類されています。
族長時代に生きた義人ヨブによる神の
絶対的主権を賛美する叙事詩と考えれ
て読み始めていきたいと思います。ま
た、メッセージでも語られています。
メタノイヤの道を再度振り返りなが
ら、読み進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
行司佳世伝道師

全本みどり
西嵜孝之
a岩崎まり子

　３日　金森将雄
　　　　永井匡史
　４日　牧　友実
　７日　全本達正
１２日　村部香代子

１２日　張　思琪
１６日　三村美香
１８日　藤村菜弥
１９日　綱島利恵
２０日　吉野夏子

２２日　澤口千春
　　　　行司佳世
２５日　山本　登
　　　　岩崎雅弘
２６日　金光文雄

２８日　福田友紀子
２９日　佐々木徹心

４月の誕生者
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ふるさとミーティング

聖書の学び

誕生者のお祝い

農業体験
～もみまき～ （要約者：淺野　恵子）

山本　洋子

ディボーション登録ディボーション登録
右のQRコードを読み込むとメールソフトが起動します。
何も入力せずそのまま送信ください。
毎日のディボーションが届きます。

右のQRコードを読み込むとメールソフトが起動します。
何も入力せずそのまま送信ください。
毎日のディボーションが届きます。
※ｇmail などのフリーメールなどをオススメします。※ｇmail などのフリーメールなどをオススメします。


