
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
（６月４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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　先日夢を見ました。 28 年前 36 歳で白血病の為 帰天した姉
が 私の夢の中で、もう一度亡くなり その葬式の準備を 残され
た家族がしているのです。 私は 7人兄弟の末っ子で 亡くなっ
た姉とは 2歳半 違いで 性格は違うけれど ずっと小中高大と
同じで とても仲良しでした。 姉の人生は 短く 苦難の多いもの
でした。生まれつき 体が弱く大人しく同級生にいじめられた
事もありました。結婚後 妊娠し 姑と夫に DV を受け 自殺寸
前、皆で姉を実家に連れ戻りました。 出産後 離婚しました。 そ
の後は 美容師となり 子育てしながら懸命に働いていました。
が、 急に体調を崩し 2 年たらずで 小 6の息子を残して帰天し
たのです。私達は カトリックの信者でしたが、 ショックは大
きく 父はその葬儀に出席できない程でした。 私の心の痛みは
深く 約２０年以上も続きました。命日が９月１４日だったの
で満月を見る度に 姉の死を思い出し 心が締め付けられるよう
な痛みがありました。その後 私は熱心にイエス様を求めるよ
うになり イエス様が癒やし主でもある事を深く知るようにな
りました。彼の打ち傷によって私達は癒された。( イザヤ書
5:3-6) その他にも イエス様は多くの人を かわいそうに思って 
癒された、という事が書かれています。それなのに何故いつま
でもこの痛みがあるのか？ 御言葉によれば 私は 2 千年前に癒
されているはず、、、 私は姉の人生に起こった事について ぶつ
ぶつ言ったことを神様に告白し 悔い改めました。そして姉を
苦しめた人達を憎み 裁いた事も悔い改め 赦し祝福を祈りまし
た。そして御言葉を宣言しました。すると それ以来 心の痛み
は消え 美しい満月を見て主を褒め称える事ができるようにな
りました。
 そして 先日の夢ですが、愛する姉が亡くなったというのに 何
故か嘆き悲しむ事なく 平安で淡々と準備していました。例え
ば棺を選ぶにも ,「どれが良いかなあ、へぇー、 こんな物があ
るんだ」とか。目が覚めて、３０年近くも経って何故こんな夢
を見たのかなあ、と黙想していると 悟りました。私は夢の中
という無意識のレベルでも癒やされているんだ！と。 しみじみ 
主に感謝しました。
 礼拝メッセージで語られましたが、過去に囚われ 過去の苦い
記憶に感情が支配され道を誤るのでなく その過去の経験をも 
私の豊かな人生の土台として 神様の意図されている人生の目
的をよく知り掴み 使命を果たさなければなりません。その為
にも 主にあって 日々悔い改め 癒され 新しく作り変えられて
いきたいと思います。
 
 私は主 あなたを癒す者である。( 出エジプト記 15:26)
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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。

通読のツボ

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONY「コラム」
見ました。 28 年前 36 歳で白血病の為 帰
中で、もう一度亡くなり その葬式の準
いるのです。 私は 7人兄弟の末っ子で

「コラム」
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（５月２１日）

「ことばのリレイションシップ！！」
～祝福を良いことをしたければ仲良くなれ！！～　                     Ⅰヨハネ4：4～13

スモールファミリー

ふるさとミーティング

聖書の学び
誕生者のお祝い

　ある先生が器を持ってきて最初に大きなボールを上
まで入れました。次に、先生は机の下から小石を出
して入れ、ゆすっていっぱい入りました。次は砂で、
最後にコーヒーを 2 杯入れました。生徒が「それぞ
れの意味は何ですか？」と尋ねると「一番最初の大
きなボールは、あなたの人生でとても大事なもので
なくてはならないものです。けれど最初に砂を入れ
てしまったらこの大きなボールは入りません。大き
なボールは、あなたが誰に創られて、誰に愛されて、
何故ここにいて、何が大事で、あなたが何をすべき
なのか、それを教えている神様の言葉です。」と答え
ました。先生はクリスチャンでした。別の生徒が小
石の意味を聞きました。「あなたが学校に行って勉強
したり、職場に行って人と関わったり、家族と向き
合ったり、小石はあなたにとってこの大きなボール
とボールを繋ぐあなたの周りの人たちとの関係です」
と答えました。そして「砂は日常生活の中で細々し
ているけれど大事なもので、よくそれを最初に入れ
てしまいます。でも砂を最初に入れてしまうと小石
も何も入りません。最後に入れることが出来るのは
液体だけです」と先生は答えました。私たちは細々
したことを中心にしてしまい心が忙しくなってしま
います。だからこそ一番大切な神様との関係を大切
にし、人々との関係を大切にし、その上であなたが
大事にしている細々としたことをやることが大切だ
と伝えました。「コーヒー 2 杯は何ですか？」と聞く
と先生はこう答えました。「この 3 つが出来ていても
心が忙しかったらダメです。コーヒーを 2 杯飲むよ
うな余裕が大切ですよ」実際、私たちはこのように
してしまいがちです。「すべて、疲れた人、重荷を負っ
ている人は、私の所に 来なさい。 私があなた方を休
ませてあげます。（マタイ 11:28）」とイエス様は言
われています。私たちは神様の充実の中でこそ安ら
ぎを得ることが出来るのです。

　　　①神様のことばを！！
　　～神の思いをしる！！～
　
　まず神様の言葉を持っているということが大切で
す。ボールを後から入れても入らないように、神様
よりも先にあなたがやっていることが優先されたら
上手くいきません。小石より先にボール（神様）でいっ
ぱいにするように言われたのです。大きなボール（神
様）が入っていて、そこに小石（隣の人）が入って
いるからこそ意味があるのです。そして砂（細々し
たこと）が合わさり、最後に液体のように順番があ
るのです。聖書は私たちに歩むべきルールを教えて
くれていますが、私たちはすぐ順番が狂い、人に向
き合う前に疲れてしまい諦めてやめてしまいます。
そして悪い関係のまま次のことをやろうとするので
す。そうするとあなたの心にも安息がなく、相手も
向き合っていないので癒されていません。細々した
ことだけが中心になってぶつかり合うのです。そう
なると神様の言葉が入ってきても排除されてしまい
ます。神様は私たちにその問題に対して何かせよと
言っているのはなく、それを自らがどう改めるかと
考えろと言っているのです。世の中の言葉を選ばず、
神様の言葉を選ぶことが大切なのです。

　　②愛の穴埋め！！～愛の小石で
　　　つなぐ！！エンセオス！！！～
　神様が一番問題だと思うのは愛ではないことです。

批判と愛は違います。正しいことも強いてやれば強
制です。しかし愛は歩み方が違います。以前、ある
先生が『「Understand」とは＝相手の下に立つ、そ
れが分かるということです』と言われていました。
相手の下に立ちその状況を分かろうとすることです。
エンはギリシャ語で内にという意味でセオスは神の
ことです。あなたの中に神様がいるのです。イエス
様が神の在り方を捨て遣える姿になって糞土に満ち
た家畜小屋に生まれたのです。私たちはクリスチャ
ン（イエス様の人）だと言うのですから、イエス様
のようにイエス様がした方法で生きなければなりま
せん。もし今人間関係が壊れているなら、環境が壊
れた時こそ大事です。愛を持っているのは相手では
なくあなたです。相手はボールが外にあり砂しか持っ
ていないのです。相手と向き合って、一緒に埋まっ
た砂を出して、穴が空いている人にあなたが愛され
た愛で穴埋めをしてあげるのです。神様は、あなた
が苦しんで戦っていることは知っているから、あな
たも相手の状況や立場を分かろうとしなさいと言わ
れているのです。その上で向き合えばちゃんと伝わ
るのです。

　　③あなたのことばが証！！
　　　～砂で満たしてはだめ！！～
　
　私たちは「忙しい、自分が辛い」と思ってしまいが
ちです。しかしその言葉を発していくと砂だらけの
器になります。忙しい中でも知恵を求めなさいと聖
書は言っています。神様は知恵・考え・必要、全て
の源です。願ったものは与えられると書いてありま
す。だから神様に願うことが大切です。その為にあ
なたの言葉が絶えず証（イエス様がしてくれたこと
の証言者）になっていないと思いは人には届きませ
ん。神との関係を保ち、人との関係を保つ、この両
方が大切なのです。あなたの環境を良くしたければ
愛するのです。相手を大切に思えば、その思いは必
ず届き関係がよくなります。そして愛し合っていれ
ば相手はあなたの願いを聞きたいと思うのです。一
緒に愛を求めましょう。

まとめ
教会内で愛し合い、その愛を持って人々に愛を伝える
のが私たちの証です。世の中ではあなたにしか愛はあ
りません。神様があなたを愛したからです。愛と相反
するものを私たちから取り除かなければいけません。
正義は神様だけです。正義は神様が貫かれます。私た
ちは神様のことばに従おうと向き合い、失敗しても回
復しようと向き合い、赦された罪人として癒されてい
かなければなりません。あなたもあなたの置かれた場
所で戦える筈です。あなたには沢山の犠牲があるから
です。その犠牲の中心はキリストの十字架です。愛す
る行為は犠牲ではありません。愛するとあなたは必ず
満たされます。十字架の中でイエス様が言われた愛の
業はこの岡山に引き継がれています。この岡山の地で
流された犠牲を土台にイエス様の愛を貫いていきま
しょう。

教会内で愛し合い、その愛を持って人々に愛を伝える
のが私たちの証です。世の中ではあなたにしか愛はあ
りません。神様があなたを愛したからです。愛と相反
するものを私たちから取り除かなければいけません。
正義は神様だけです。正義は神様が貫かれます。私た
ちは神様のことばに従おうと向き合い、失敗しても回
復しようと向き合い、赦された罪人として癒されてい
かなければなりません。あなたもあなたの置かれた場
所で戦える筈です。あなたには沢山の犠牲があるから
です。その犠牲の中心はキリストの十字架です。愛す
る行為は犠牲ではありません。愛するとあなたは必ず
満たされます。十字架の中でイエス様が言われた愛の
業はこの岡山に引き継がれています。この岡山の地で
流された犠牲を土台にイエス様の愛を貫いていきま
しょう。

農業体験
～田植え～

ヨブの苦難の理由についてみていきたいと思います。
このことはプロローグで読者にだけ知らされていまし
た。ヨブの信仰の純粋さを疑うサタンに対し、神がヨ
ブを信頼して、試みることを許されました。このこと
は、友人たちの因果応報の考え方に基づく議論が全く
的はずれであることを示しています。信仰者の苦難の
問題について、因果応報の考え方に基づくあらゆる理
由付けはむなしいということです。また、本当の理由
が最後までヨブに知らされなかったことは、苦難の理
由は、結局、人には知らされない可能性があるが苦難
の背後には人には知り得ない神の深い思いがあること
を示しています。だから、苦難にあった時に、自分を
責めたり、神を責めたりしないで、神を信頼し続ける
ようにと勧めていきましょう。またヨブは、神の不当
な取り扱いを告発する中で、自分と神との間に立つ仲
裁者、あるいは贖う者の必要を強く感じ、そういう方
を期待しています。それがくしくも後に来られる贖い
主イエス・キリストを指し示しているとは、恐らく著
者自身も思い及ばなかったことだろうと考えられてい
ます。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師

日名　洋
池田優香

　１日　小路純子
　　　　山本心春
　３日　毛　路芸
　８日　瀬島優子
　９日　西嵜　優

１０日　辻総一郎
１３日　鈴木誠一
　　　　鈴木大智
　　　　佐藤　裕
１４日　藤原すず花

１５日　泉水幸誠
２１日　坂本竹子
２３日　小野田洋子
２４日　牧ゆい子
２５日　吉野弘晃

２７日　澤口建樹
３１日　小林泰知

５月の誕生者
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（要約者：西嵜芳栄）
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