
母の日＆聖餐礼拝母の日＆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
（５月２１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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この間、旅行へいきました。一緒に行った友達は昨年ご
主人をなくされて元気がなかったので、接している中で
ポジティブに生活してほしいと思っていました。その旅
行の参加者の中に耳の聞こえないご夫妻がおられまし
た。最初お揃いのジャンパーをきておられる2人を見て、
良く目立っていいな・・・お互いにすぐわかってと思っ
ていました。途中の乗り継ぎで添乗員の人から最後に降
りるようにいわれ、私たちは最後に降りました。すぐ後
の点呼の時、2人はいませんでした。その時、はじめて
添乗員の方から 2人は耳が聞こえないと聞かされまし
た。近くにいた人たちと気をつけてあげないといけない
ね、話しをしていました。そしてそのご夫妻にたずねた
ところ、すでに 30回位、旅行をしていると言われたそ
うです。聞いた私もびっくりしました。聞くこと、話す
事、できなくても旅行をエンジョイしてるのに驚きまし
た。私たちが気を配っていこうと思っていたのに、反対
にご夫妻が目立つ色のジャンパーを着ていてくれるおか
げで私たちも目印となってグループの方たちが近くにい
ると思い安心して旅行ができました。耳が聞こえない、
話せないことに悲観することなく、楽しんでいる 2人を
みて元気のなかった私の友人も元気になってきました。
また 6月にはその友人はお孫さんと旅行にいくとのこと
で前向きになれたと思います。私もその方に寄り添いな
がら、元気になりました。「受けるより与えるは幸いです」
という御言葉の通り、私も愛を流しつづけていこうと思
います。
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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。
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誕生者のお祝い

　鷲の生涯を知っていますか。鷲は４０歳く
らいになると餌をとるためのくちばしは曲
がり、羽も衰えてきます。だからこの時２
つの選択に迫られます。１つはそのまま死
んでしまう、そしてもう一つは、もう一度
一人丘の頂に立ち、古びたものをすべて新
しくしてもう一度飛び交うという選択です。
これは私たちの人生によく似ています。私
たちの人生の中にもそんな選択を迫られる
ことがあったのではないでしょうか。
　　　ラザロのよみがえり
　　（ヨハネ11：32～45）
　ここにはラザロのよみがえりの記事がのっ
ています。「死人が生き返る」これはすごく
興奮する出来事ですが、ここから私たちの
生きる指針を見てみます。

　　　①　霊的憤り
　「そこでイエスは、彼女が泣き、彼女といっ
しょに来たユダヤ人たちも泣いているのを
ご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺
を感じて、言われた。「彼をどこに置きまし
たか。」彼らはイエスに言った。「主よ。来
てご覧ください。」」（ヨハネ 11：33、34）
普段のイエス様は優しくて平安に満ちてい
ます。しかしここでは「憤った (grown 
spirits 深いうめき )」とあります。何に憤っ
ていたのでしょうか。
「ラザロよ出てきなさい」（43 節）ラザロと
いう言葉は「主の助け」ということです。
つまり「なぜラザロ（主の助け）を墓に埋
めたのだ」と憤っているのです。マリヤの
ように信仰を持っている人がいるのに、普
通の人と同じように愛するラザロが死んで
ただ泣いていた、そのことに対して憤って
いたのです。私たちの人生の中には「どう
してこんなことが」「なぜ」ということが起
こります。しかしここで私たちは逃げるの
ではなく、立ち向かっていくといくことを
イエス様は教えています。そして立ち向か
うためには、主の助けに私たちのベクトル
を合わせて「神様助けください」そのよう
に祈れるようになることが大切なのです。

　　　②　主の栄光
　
　「 そこで、マリヤのところに来ていて、
イエスがなさったことを見た多くのユダヤ
人が、イエスを信じた。」（４５節）

神様のすることはすべて神様の栄光につな
がります。だから自分自身の成功のために
神様を利用してはいけません。
教会は、不可能を可能にされる神様が私た
ちを導いて御心を成し遂げる場所です。だ
から私たちはしっかりとその神様の声を聞
き分け、たたかうべきときはたたかい、人々
の悩みや問題にふれる「生きた証人」とな
る必要があるのです。そのために私たちに
必要なことは「あきない」「あせらない」「あ
きらめない」ということです。
そして「そんなことあるはずがない」「それ
はあるかもね？」「そうか！絶対そうな
る」・・・私たちの信仰が「そうか！絶対そ
うなる」となったとき、見たことも聞いた
ことも心に浮かんだことのないようなこと
が起こるのです。

　　　③　 先取り感謝（領収書）
　
「こうしてください」「こうなりますように」
とあきらめずに祈る祈りは「請求書」の祈
りです。これもとても大事です。しかし先
に進むために必要な祈りは「領収書の祈り
（将来を今の時点て「完了」する祈り）」です。
これは「現在の時点で、将来を支配していく」
という祈りです。
「 そこで、彼らは石を取りのけた。イエスは
目を上げて、言われた。「父よ。わたしの願
いを聞いてくださったことを感謝いたしま
す。」（４１節）イエス様も先取り感謝の祈
りを捧げています。私たちもどんなときで
もこの「先取り感謝（領収書）の祈り」を
捧げていきましょう。

まとめ
ラザロ（主の助け）を墓に埋めている人はい
ませんか？もし埋めているとしたら、今日か
ら「ラザロよ出てきなさい」そう言える信仰
を持ちましょう。そして領収書の祈りを捧げ
ていきましょう。必ず奇跡が起こります！そ
して神様に栄光をかえす人生にしていきま
しょう。

ラザロ（主の助け）を墓に埋めている人はい
ませんか？もし埋めているとしたら、今日か
ら「ラザロよ出てきなさい」そう言える信仰
を持ちましょう。そして領収書の祈りを捧げ
ていきましょう。必ず奇跡が起こります！そ
して神様に栄光をかえす人生にしていきま
しょう。

農業体験
～もみまき～

今回はヨブの友人シュアハ人ビルダデとナアマ人
ツォファルについて見ていきたいと思います。
「シュアハ」は，聖書ではアブラハムの後妻ケト
ラの子の名として出て来てきます。（創 25：2）．
そのシュアハだとすれば，「彼らを東の国にやっ
た」（創 25：6）という表現から，また甥のシェ
バがアラビヤの一部族であることから，アラビヤ
の一地方だと考えられています。「ビルダデ」は，
聖書ではヨブ記以外に見当りませんが、前
15―14 世紀のヌジ文書に見られています。その
意味は，当時のアッカド語、エモリ語、アラム語
の言葉から色々推測されるが、確かなことはわ
かっていません。「ナアマ人ツォファル」につい
て「ナアマ」は，ヘブル語で「楽しみ」という意
味です。「ツォファル」は，ヘブル語で「小鳥の
ようにさえずる」「跳びはねる」「編みかご」とい
う意味です。これらの友人たちは，その対話の中
で一度も「主」という名を口にしていないことか
ら，イスラエルの宗教的影響の圏外にいたと思わ
れています。
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　１日　小路純子
　　　　山本心春
　３日　毛　路芸
　８日　瀬島優子
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３１日　小林泰知

５月の誕生者
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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。


