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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２５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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　父の急な死から 2週間が経ちました。両親
は仲の良い夫婦で、いっしょに仕事もしていま
したから、母の寂しさは私には想像できない程
だろうと思います。そんな母に子ども達が寄り
添ってくれています。子ども達の見返りを求め
ることのない優しさはすごいと思います。学校
や学童では寂しくなって泣いてしまうこともあ
るようですが、私達の前では元気に振舞ってい
ます。そして、水筒を洗ったり、掃除をしたり、
自分達のことは自分でしながら泊まり、母と
いっしょに寝ています。慣れない不便や寂しさ、
したいこともあり、帰りたい様子を見せること
もあります。下 2人は限界に達し、帰ってき
ましたが、柑奈は「無理しなくていいよ。帰ろ。」
と声をかけても大丈夫だと言います。今まで
いっしょでなければ寝れなかった子です。痛み
を思い計り、自分のことよりも人を想える姿。
気分や状況によったり、また相手によったりで
変わってしまう不安定な私を、子ども達の姿を
通して励ましてくださっているようです。

「私たちが滅びうせなかったのは、主の恵みに
よる。主のあわれみは尽きないからだ。」哀歌
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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
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は仲の良い夫婦で、いっしょに仕事もしてい
したから、母の寂しさは私には想像できない程

「悲しみに寄り添う」

司 　 　 会

代 表 祈 祷
献 　 　 金

準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）

日　名ﾌｧﾐﾘｰ

クローチェ
準備：芳栄ﾌｧﾐﾘｰ
　芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

：
：
：

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~

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~

県北祈祷会
in　あぐり

20：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~聖餐礼拝

吉備中央町礼拝

父の日礼拝 ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：30~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~

酒井弘志

河島晃太

ピンカートン沙羅

中山英子

佐野由美子

三好靖則

近藤大嗣

鈴木結仁

泉水一護

井野川瞳

牧　祐

村部直飛

倉本菜々美

泉水　誠

岡本英樹

24
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

河島晃太

23
早天祈祷会6：0000 ~

泉水　誠

22
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

牧　祐

21
早天祈祷会6：0000 ~

20
ぼやき会15：0000 ~

1918

父の日礼拝

（６月１１日）

「ピースメーカー」
～柔和、哀れみ、平和  トラブルメーカーになるべからず～　　　マタイ５：３～１０
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ふるさとミーティング

聖書の学び

聖書の学び
誕生者のお祝い

「勇」という文字を 30 秒間ずっとみていると「マ」「田」
「力」という様に一つの漢字がバラバラの文字に見え
てくる方がいるかもしれません。これは脳の誤作動
のひとつで、ゲシュタルト崩壊というものです。私
達が本当は大きな物を見なければならないのに、そ
の中の一つの出来事だけを注視してしまい、全体の
バランスが崩れてしまうという象徴的な人間の脳に
起こる現象です。もしこの全体のバランスを崩して
しまうと、ここという時に大切なものを見失って大
事な物を逃してしまうという事が起きてしまいます。
今一度、皆さんの目線が本当に全体を見れているの
か確かめましょう。そして全体を見ようとする時に
私達に必要なのは、何をどのようにして全体を見る
のかという事です。私達の人生において、その全体
を見失う物が現実に起こる出来事です。身近な人の
予期せぬ発言で今まで全体を見てその人を受け入れ
ていたものが、ある一言でその事だけに焦点が合っ
てしまい「もうこの人とはやってられない」となっ
てしまう事がないでしょうか？
マタイ 5 章 3～ 10 節には日々のことで悩んではな
らない、まず神を愛し、隣人を命がけで愛せという
黄金律の中心の内容に対する説明が書かれています。
神様は自らの心の貧しさを探し求め、自らの心の弱
さを探し求め、それが改善される事を願っています。
その弱さを知った人が強くなるために何かを探し求
めるは幸いなのだと伝えています。

　　　①神に対しての柔和 　～神が置かれた
　　　　ところで神に柔和に生きる
　英語の辞書による柔和の概念は、弱いという意味で
【従順すぎる】【簡単に押し付けられる】【意気地のな
い】【元気のない様】などと定義されている部分があ
ります。しかし聖書に書かれている柔和とは、イエス・
キリストが自らの十字架の道に与えられた苦しみを、
苦しみとせず、それを忍んで耐えた。それを柔和と
いっています。甘んじて受けるは、神に対して柔和
ということになります。私達人間は問題が起きた時、
「なんで、こんな目に合わなければならないんです
か？」とすぐに文句を言って神様に怒ってしまいま
す。しかし神様は私達のことを親の目線で見ている
ので、あなたが幸せを受け取った時にその幸せを落
とさないように、流れてしまわないように、あなた
の手の中からこぼれないように、その幸せがしっか
りと保たれて、あなたの代だけではなくあなたの次
の代にまで伝わる様にして下さいます。問題も時が
過ぎれば、「こんな意味があったんだなと」気付く事
が出来ます。私達は神が置いた場所にあって寛容で
なくてはなりません。その様に考えると『柔和』の
意味は正しく感じられます。神が置かれた場所に対
して【従順すぎる】【簡単に押し付けられる】【意気
地なく受け入れる】となります。そして【元気のな
い様】は、重荷を下ろし辛かった事を告白し元気の
ない状態で神様の前に出る事となります。「何故？」
と思う様な事が起きた時こそが正しい道に帰る時で
す。「何故？」のチャンスを逃さない様に、神に対し
て柔和でなければなりません。

　　　②哀れみに生きる
　
　あわれみ深い者は幸いです。その人たちはあわれみ
を受けるから。( マタイ 5章 7節 )
イエス様の哀れみは何を見て哀れだと思ったので
しょうか？
私達は大概違う哀れみで人を見てしまいます。苦し
んでいる人を見て「ああ、かわいそうにねぇ」とな
ります。私達は、自分も通ってきたところだから分
かるという同情の心から物事を行なってしまいます。
それが悪いと言う訳ではありませんが、これは
understand ではありません。イエス様の哀れみは、
その人の内側にひそむ罪を哀れんでいます。そして、
イエス様はその罪や過去に通った痛み、苦しみを取
り除くために命をかけて下さいました。哀れみとは、
その人がそうなってしまった原因を探り、表面上の
解決をするのではなく心の内側の根源を取り除き解
決をする事です。聖徳太子が制定した十七条憲法の
中に「和を以って貴しとなす」という言葉がありま
すが、本当の和とは何でしょうか？それは、相手に
平和を作ってあげる行為であり、イエス・キリスト
の和を以って貴しとなす行動はその人の戦いを取る
ことでした。キリストの和とは十字架なのです。

　　　③無私、赦しに生きる
　 八木重吉 ( 大正時代のクリスチャンの詩人 )
どうせ 短い命 できる限り美しい心でいよう
すべての くるしみの根源は 無条件に無制限に人を赦
すという
その一念が消えうせたことだ
神のように赦したい。
人が殴る憎しみを胸にあたため
花のようになったら、神に捧げたい
長い命でないとおもえばこれから
一生懸命神を信じて人を愛していこう

自分が出てくると腹がたつし、キリストの十字架を
無にします。自らの内側に生きようとする自分を少
しでも追いやる事が出来れば、出来る事なら排除す
る事ができれば、あなたはこの地にあって幸いを得
ると聖書はいっています。神様はあなたを責めたく
て伝えているのではありません。あなたに幸せになっ
て欲しくて、あなたが真実な歩みができる様に、あ
なたの素晴らしさが人々に流れる生き方ができる様
に願い伝えています。
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　今回も通読する詩篇の概要を説明いたします。11 篇の背景とし
てⅠサム 18 章以降を参照ください。サウル王の宮廷におけるダビ
デの行動と信仰の姿を見ることができます。ダビデの確信は、人に
あるのでも社会的な法や正義にあるのでもなく主にあるということ
を記しています。12 篇の背景として考えられるのはⅠサム 22：9、
23：12、19 等の状況。力ある者が舌を道具として権力を振う時、
貧しい者は苦しみます。神の言葉と人の言葉の違いが主題となって
いる詩篇です。13 篇は長引く苦難の中で与えられた心の喜びの歌
であり、不信仰者の前で主に信頼することの出来た感謝の歌です。
14 篇は 53 篇とほとんど同じです。不信仰な外敵の中で信仰生活を
送る神の民が、過去の歴史的な出来事を例として、現実の信仰の戦
いを励まされている内容です。15 篇は 24：3 - 5、イザ 33：
15 - 16 との関連が見られます。理想の人間像を描いた詩篇として
有名であり、信仰から出て来る倫理的な行動を描写し、そのような
行いを促しています。神の前に人としてその務めを果し神に受け入
れられたキリストの昇天を記念する詩篇として用いられています。
16 篇は「ミクタム」という表題がありますが、これは 56 - 60 篇に
も付けられております。意味の説明として、「苦しめられている」「攻
撃を受けている」「黄金の」「宝石の」「書き記されている」「隠され
ている」「重要な意味を持ったもの」等あるが明確ではありません。
背景として考えられることはⅠサム 26：19 です。サウル王による
迫害の中で主との交わりがすべての喜びの源であるという告白であ
る。この詩篇はキリストの復活の預言として新約聖書で引用されて
いるが、神への全き信頼と服従から与えられる平安と希望の喜びの
歌です。17 篇の「ダビデの祈り」という表題は 86・142 篇にも見
られます。状況理解の助けとしてマオンの荒れ野でサウルとその部
下に取り囲まれた場面を想定することが出来ます（Ⅰサム 23：25
以下）「正しい訴え」という表現が 1 節と 15 節に出て来るので、
信仰者の正しい祈りの出発と目的を教えられる詩篇です。
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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。
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何も入力せずそのまま送信ください。
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