
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
（７月２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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　私がリバーサイドチャーチへ初めて訪れたのは 2012
年 12 月のクリスマス礼拝でした。私がクリスチャンだ
ということを全く知らないノンクリスチャンの友だちが
知り合いの方から誘われたんだけど行ってみない？と
誘ってくれました。
以前通っていた教会から 20年程離れてしまっていたの
で、後ろめたい気持ちにだったのですが、不思議と何だ
かとても懐かしい気持ちになり友だちと足を運びまし
た。神様から離れていた罪深い私なのに、教会の方々が
笑顔で出迎えて下さり、皆さんの愛情が込もった手作り
の料理でもてなして下さったことなど今も鮮明に覚えて
います。
　神様から離れて過ごす間に、大きな悲しみを経験しま
した。結婚して 17年目にがんの病気で主人を亡くしま
した。主人の余命宣告を受けた時は目の前が真っ暗で不
安が襲ってきました。こんな時に神様を求めて祈ること
が出来れば良かったのですが、離れていた罪故に今更神
様に頼るなんて図々しいと思い、祈ることが出来ません
でした。
　けれども神様はこんな私に目を留めて下さり、再び教
会へと導いて下さったこと、神様の恵みに感謝します。
神様の愛の中で歩んでいきます。
「あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月はかげること
がない。【主】があなたの永遠の光となり、あなたの嘆
き悲しむ日が終わるからである。（イザヤ６０：２０）」

 詩 18～ 24　　　水21金23

※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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「真理にならう者へ」
～あなたは真理を流していますか？～　ローマ４：１３－１８　ヘブル６：１－１２

スモールファミリー

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

　　　あなたは何をモデルに生きていますか？
　日本には「親の心子知らず」「親の背を見て子は育つ」と
いう言葉があります。実際に私たちが生きている世の中は、
この言葉のとおりだと感じることがたくさんあります。親
が子に対する愛情を、子は間接的に聞いたり実際に自分が
親になって気づかされたりします。また私たちのなかには
親の思いを受け継いで生きている人もあれば、親をみて自
分はこうならないと決めていたのに、知らないうちに同じ
ように生きている人もいます。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか？それは父が
子に継承するように、父がモデルになって子どもが継承す
るようにできているからです。伝えるべきことは「人がど
う生きるべきなのか･･･。」これに尽きます。
だからこそ、もしもあなたがモデルにするべき人ではない
ものをモデルにしているとするなら、それは全く無意味な
ものになってしまいますし、モデルを間違えて比較してい
てもしょうがないのです。父が行ったことがどのように継
承されているのかじっくりと見定めてみましょう。そして
父の日である今日、特に信仰の父といわれるアブラハムに
スポットをあてて、私たちがどのように生きていくよう聖
書が教えているかを共にみていきましょう。

　
　　　アブラハムにみる父の姿
　なぜ、アブラハムは信仰の父と呼ばれるようになったの
でしょうか。それは彼の目の前にある現実を見ればとても
望みを得られないような時でさえ、望みえないときに望み
を抱いて信じたのです。（ローマ 4:18 参照）この姿こそ私
達がならうモデルです。「神様は自分を愛しており、必ず皆
無事に山を下りさせてくださる」と神様を信じその声に聞
き従うことができたアブラハムの姿にみることができます。
きっと彼自身の中には自分の願いや想いがたくさんあった
でしょう。しかし自分を無に（無私）して見えるものに目
を留めるのではなく目に見えないものに従うことを選びま
した。男性は特に合理的で次へ進んでいかないといけない
役割があるので、自分の思い描いたことにとおりにできな
いと諦めてしまう性質があります。しかしその思いに従っ
ていては何も成し遂げることはできませんし、その思いに
打ち勝つ強みが私たちクリスチャンにはあります。それは
アブラハムのように世の中では望み得ないと思えることに
望みを抱いて歩んだ結果どのようになったかを知っている
こと、また、その思いを継承するために神様が私たちを愛
し創造されたことを知っているということです。
そのことを受け取ったあなたは、目的のものを得られるま
で多くの人と関わり、生き様を示す者となり、父の思いを
継承する者となれるのです。

　　　私たちに任されている大切な役割
　あなたの記憶の中で、あなたの人生において大きな影響
を与えた人は誰でしょうか？多くの人が両親（身近で自分
を養ってくれた人）や先生（自分を教えてくれた人）と答
えるのではないでしょうか。
自分にされて嬉しかったこと、嫌だったことなどはたとえ
幼いときの記憶であっても長い人生を歩んだ今でも鮮明な
記憶として自分の内に残っています。だからこそ、私たち
は自分の周りに与えられている、血のつながりに関わらな
い全ての子どもたちに、自分がどのような態度で接してい
るか今一度確認しなければいけません。あなたにとっては
とるに足らない態度や言葉がその子にとって一生に関わる
大きな影響となるかもしれませんし、あなたが真剣に向き
合ったことで、その子も真剣に向き合うことを知り、一生
の宝を得ることができるかもしれません。すべてはあなた
の生き様でしか語ることができないのです。（ヘブル 6:1 ～
12 参　　　あなたは何をモデルに

　　
　　①信仰の父の背にならう
　
　聖書には先人たちの歴史が記されており、その多くは失
敗の歴史です。しかしそこには私たちが学ぶべき失敗した
時に戻ろうとする姿があります。人が向き合うなら神様は
その失敗を赦し益としてくだいます。それは神様の愛と奇
跡、失敗のすべてをぬぐうため十字架にかかられたイエス
様の姿のあらわれです。罪をぬぐわれた私たちは彼によっ
て生きる決意をする時に、神様によって力を得て、この地
にあってヒストリーメーカー、またピースメーカーとして
生きることができるようになりました。そんな私たちの価
値観が真理であるかどうかはどのようにしたら判別できる
でしょう。それは私たちがその人を愛しておこなっている
かどうかです。愛があればその人に語った言葉で相手は生
き、愛がなければつまずきとなり実を結ぶことはできなく
なります。もし私たちが今、正しい背中に目を向けること
ができているなら、そこから自分自身の人生を変えること
ができ、周りの人も変えられていくのです。
　　　②あなたが父となる！！　
　　　　父とは生き様である
　
　いつまでも受けるばかりでいてはいけません。聖書は「受ける
より与えるが幸い」と伝えており、男性女性に関係なく、私たち
は受ける者から父として流すものにならなければいけません。天
の父がおこなったことは、私たちを愛するが故に愛するひとり子
を犠牲にしたということです。私たちのうちには日々さまざまな
葛藤があります。しかしそのような中で私たちはそんな父の姿か
ら自分の生き様を通して次の世代に継承していく役割があるので
す。
　　　③約束のものを受ける！！
　 望み得ないことを望もうとすること、諦めそうになった
ときに諦めずに向き合おうとすること、たとえ無理だと思っ
ても自らに与えられた使命ならそれを成し遂げること･･･こ
れはクリスチャンだからこそできることです。人生の中で
実が実るまで時間がかかることはたくさんあります。しか
し、途中で諦めたり一時の思いで心を惑わされたりすると
大事なものが継承されなくなってしまいます。あなたの役
割はまだこれからです。自らの生き様をもって自らが涙と
共に蒔き、喜び叫びながら刈り取る人生を歩みましょう。
私たちは先人が蒔いてくれたものを刈り取る人生を歩んで
いるのですから、私たち自身も次の世代のために種を蒔き
続ける者となりましょう。
まとめ

真理とは、愛の故に自らを犠牲にし、あなたの過去のすべて
の罪を背負ってくださったイエス・キリストの姿です。彼の
生き様を継承できるよう、もし今あなたの中心が自分である
なら、無私の心で人々にあなたの生き様をもって愛を伝えて
いきましょう。
あなたはそれぞれが経験したことから様々な価値観を持って
生きています。しかし人の命ははかないもので、あなたには
知り得ない定められた時の中をあなたは今、生きています。
だからこそあなたは日々の中で大切な言葉を、そして生き様
を継承していかなければいけません。これからの日々を、人
と比較することなくあなたが創られた本当の自分を保つこと
ができるように、そして『私はキリストとともに十字架につ
けられました。もはや私が生きているのではなく、キリスト
が私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生
きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった
神の御子を信じる信仰によっているのです。（ガラ 2:20）』と
いう人生を歩むことができるように祈ります。
真理にならう者として、生き様を示していきましょう。
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農業体験
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ゴスペル特別WS

今回も通読する詩篇の概要を説明いたします。18 篇はⅡサム 22 章
に基づいていると考えられる。表題にあるようにダビデはサウル王
の手から救われ、ついに統一王国の王となり、神の箱をエルサレム
に運び入れることが出来た。そしてナタンを通じて神から祝福の約
束が与えられた（Ⅱサム 7 章）。このような喜びの中でダビデは過
去を振り返り、現在の幸いが主の恵みによるものであることを確認
し、告白している。「主のしもべ」という表現は 36 篇にも見られる
が、主との特別な関係を意識し感謝し、仕える決意を表明していま
す。19 篇は自然における神の創造のわざと文字に記された神の言
葉が、神の力とご性質を示してくれることを教えています。自然啓
示は特別啓示である神の言葉によって解き明かされていきます。20
篇の「ダビデの賛歌」は「ダビデのための賛歌」とも訳せます。内
容は、神の民が王のために祈るべきことを教えています。21 篇は
勝利に対する感謝の祈りであり、ダビデが感謝の祈りの手本を作っ
たと考えられています。20 篇がとりなしの詩篇で、21 篇は感謝の
詩篇と言えます。22篇は受難の詩です。十字架上のイエスにおいて、
この詩篇は成就され、罪の告白やのろいの言葉はない。ダビデは危
機の中で神に対する信仰を明白に表明しつつ助けと応答を求めてい
ます。前半は 2 節と 21 節にある「答える」という表現によって後
半の 22 節以降と区分されています。23 篇は、牧者としてその民を
導き守って下さる主に対する感謝と信頼に満ちた有名な詩です。背
景を理解する具体的な出来事としてⅡサム 17：27 - 29 を読んでみ
ましょう。主は牧者であるという信仰者の確信は「良い羊飼い」と
してのイエス・キリストにおいて実現しています。24 篇の背景と
してⅡサム 5 - 6 章、Ⅰ歴 15 章が考えられています。契約の箱をオ
ベデ・エドムの家から運び入れた。その時の喜びの情景を歌ったも
のです。
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（要約者：平澤　瞳）

楢村　明子

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。

真理にならう者となるために・・・


