
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２３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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　リバーサイドチャーチに導かれてもう少しで２
年になります。教会生活も長くなり、最近になっ
ていろいろな奉仕をさせてもらうようになりまし
た。神様が私に任せてくださり、神様と兄弟姉妹
のために奉仕をさせてもらうことを光栄に思いま
すし、今後もできる限り頑張りたいと思っていま
す。　
　しかし、そこには大きな問題が立ちふさがって
いるのです・・・。それは私が極度のあがり症だ
ということです！！おそらく岡山県で TOP3 に入
るくらいのあがり症です。人前に出ると頭が真っ
白になりますし、手も震えてしまいます。
　なんとか克服したいと思っていますが、その方
法は神様がみことばを通して教えてくれています。
「・・・私は、キリストの力が私をおおうために、
むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。（Ⅱ
コリント 12：9）」
「私は、私を強くしてくださる方によって、どんな
ことでもできるのです。（ピリピ 4：13）」

　神様、私が自分の弱さを認めることができます
ように。自分ではどうすることもできないことを
認めることができますように。そして私を強くし
てくださるあなたの力でどんなことでもできるよ
うになると信じます。　アーメン

 詩 39～ 45　　　水42金44

※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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（７月９日）
（要約者：藤原　友規子）

スモールファミリー

聖書の学び

聖書の学び
誕生者のお祝い

最後に
あなたがたは皆、心をひとつにし、同情し合い、
兄弟愛をもち、あわれみ深くあり、謙虚でありな
さい。悪をもって悪に報いず、悪口をもって悪口
に報いず、かえって、祝福をも与えなさい。あな
たがたが召されたのは、祝福を受け継ぐために召
されたのです。（Ⅰペテロ 3:8）信じると願ったと
おりになります。祈れば必ず叶います。主は志を
たたせ事を実現してくださいます。

あなたがたは皆、心をひとつにし、同情し合い、
兄弟愛をもち、あわれみ深くあり、謙虚でありな
さい。悪をもって悪に報いず、悪口をもって悪口
に報いず、かえって、祝福をも与えなさい。あな
たがたが召されたのは、祝福を受け継ぐために召
されたのです。（Ⅰペテロ 3:8）信じると願ったと
おりになります。祈れば必ず叶います。主は志を
たたせ事を実現してくださいます。

野外活動
魚のつかみどり

分かち合いと
祈りの時 19 時半～

特別集会
福澤師 19:30 ～

ゴスペル特別WS

今回も通読の概要を説明いたします。39 篇「エドトン」は
「エタン」が改名したものと思われています。この詩篇は神
への信頼と祈りが人生のむなしさを支えてくれるという信
仰の知恵を教えています。人の前で舌を制することが出来
るのは、神との豊かな交わりが背後にあるからです。詩篇
40 篇は 13 節以下が 70 篇と酷似しています。「信仰は聞く
ことから始ま」る（ロマ 10：17）という真理が「耳を開か
れる」という表現で示されています。41 篇は第 1 巻の結び
の詩篇です。1 篇と表現上の類似が見られます。1 篇は主を
愛する者への祝福であり、この詩篇は人を愛する者への祝
福が歌われています。弱い者、貧しい者、病気の者等ハンディ
キャップを負っている者への配慮の大切さが教えられる詩
篇です。42 篇はヘマンは歌手であり、ヘマンの子孫は歌の
務めに任じられています。（Ⅰ歴 6：33 以下、15：16 - 17）
43 篇はエルサレムでの公的礼拝から離されていた者が神殿
での礼拝に連れ戻されることを願い祈っている詩篇で、内
容的にも 42 篇と関係があり、表現上も 5 節は 42：11 と同
じである。不信仰の世界にあって教会生活を願う者の戦い
の詩篇です。44 篇の背景は明確ではないが、苦難の中にあ
る国民の叫び、国の救いのための祈りでです。45 篇は「ゆ
りの花」という表題は 60、69、80 篇にも出て来きます。「愛
の歌」という題が付けられており、文字通りの解釈と霊的
解釈の両方が可能です。すなわち王と王妃の結婚を祝った
もの、あるいはイスラエルと神との霊的関係を歌ったもの、
更にはキリストと教会との神秘的な結合と祝福を歌ってい
ると考えることも出来きます（エペ 5：23）

牧　唯恵　伝道師
平澤一浩

辻　総一郎
酒井美津子

　４日　三好靖則
　５日　泉水一護
　６日　村部直飛
１２日　富岡凱千
１５日　金光　梢

１７日　岡本享子
１８日　楢村明子
２１日　平山幸代
２５日　曽我佐知子
　　　　眞砂香和

２９日　西﨑栄美
７月の誕生者
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キッズキャンプ in 長野

草加神召教会開拓
25周年記念礼拝

4DK イングリッシュキャンプ in 京都

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。
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芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

各　ﾌｧﾐﾘｰ
　

　各　ﾌｧﾐﾘｰ

　　　釣りをしているおじさんに
　子ども達が尋ねました。「おじさん、何釣って
るの？」おじさんは「フナを釣ってるよ」と答
えましたが、バケツの中は空っぽ。子ども達は
また尋ねました。「何もいないのにどうしてフナ
釣ってるってわかるの？」おじさんは答えまし
た。「おじさんはフナが釣れると信じて釣ってる
からだよ。」そうしているうちに本当にフナが釣
れました。
　
　　　信じていますか？
　イエスキリストが復活された後のこと。エマ
オの路上で出会った二人の弟子はイエス様が現
れても気がつきませんでした。食卓についてパ
ンを裂いた姿で二人がわかった時にイエス様は
見えなくなりました。その後二人はエルサレム
に戻ると、他の弟子達もイエス様の復活につい
て話し、騒いでいました。その時にイエス様が
真ん中に立たれたのを見て、それでも皆は、驚
きおそれて霊を見ているのだと思いました。そ
こでイエス様は言われました。「なぜ取り乱して
いるのですか。どうして心に疑いを起こすので
すか。」彼らの心にあったのは疑いでした。

　　　信じることは奇跡を起こす
　「鼻で息をする人間をたよりにするな。そん
な者に、何の値うちがあろうか。」（イザヤ
2:22）人は裏切りますが、それでも私達は人を
信じようとします。私達が信じているのはイエ
ス様がすべてを犠牲にして、すべてを捨てて、
私の代わりに苦しみも罪も背負ってくださった
ことです。そのことを信じて、自分が赦された
ことを知ったので、人を赦し、信じようとする
ことができます。疑いを起こすのは神様が信じ
れなくなったときです。裏切られても、神様を
信じていれば、その人が信じられる人に変えら
れることを信じることができます。だれでも、
この山に向かって、『動いて海に入れ』と言って、
心の中で疑わず、ただ、自分の言ったとおりに
なると信じるなら、そのとおりになります。」（マ
ルコ 11:22）信じることは奇跡を起こします。

　　　疑いは比較を起こす
　ペリシテの巨人ゴリアテを討ちとった少年ダ
ビデはサウル王に仕えるようになります。 戦い
に出ては勝利を収めるので戦士たちの長に取り
立てられます。 その働きは女たちの人気を得、
「サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。」 と
賞賛されるまでになります。これにサウルは｢ダ
ビデに万を当て、私には千を当てた。 彼にない
のは王位だけだ。｣その日よりサウルはダビデを
疑いの目で見るようになった（Ⅰサムエル 18：
5～ 8）。サウルは信頼していたダビデを嫉妬し、

憎みました。疑いは比較をもたらし、比較は人
生を狂わせました。
　
　　　①目線を神に！
　　　神が置かれたところで柔和に生きる
　人を見るのではなく、神様に目を向けましょ
う。疑いが起こったのは、本当にその現実に目
が向けたかったのでしょうか。解決されていな
い問題があるから、目線を違うところに合わせ
てしまっただけではないでしょうか。神様が置
かれたところで、神様に喜ぶ、置かれた場所で
咲くんだと信じることが柔和な心です。
将棋界を引退された加藤一二三さんは生きて証
をする人です。最後の一手がさせず、40歳になっ
ても勝てず、名人になれませんでした。困った
ときは神頼みと思い、祈ることにしました。加
藤さんは言っていました。「幼子の心は素直です
ね。その一つの魅力は向上心。あきらめない。
死ぬまで成長しようとする姿、まだ戦うぞと元
気と勇気がその祈りの中から生まれてきます。」

　　　②疑いは罪の根源 !
　
　人が裏切ってもいい、神様は裏切りません。
祈る前に行動していないでしょうか。自分の力
でしてはいけません。神様の力に委ねます。自
分の思いを伝えてはいけません。神様の思いを
伝えます。「主が家を建てるのでなければその働
きは虚しい」（詩篇 127：１）信じること、祈る
こと、主の教えを喜びとして御言葉を語ること、
忘れてはいけません。その約束を行えば必ず奇
跡が起こります。「権力によらず、能力によらず、
わが霊によって」（ゼカリヤ４：６）行います。
疑いに打ち勝つ者にならなくてはなりません。
　　　③愛し、赦しに生きる人生
　私達クリスチャンは人を指摘しません。裁き
ません。中傷しません。でも問題と向き合い、
戒め合います。その時に、自分が腹が立って行
うならそれは制裁です。相手を心から思って、
信じて向き合うならば愛です。失敗しても繰り
返し、裏切られても赦し続け、そうしているう
ちに振り返ってみると慈しみと恵みが追いかけ
てくるような人生となるでしょう。

「信じるもの」
～疑いに打ち勝つ者へ～　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカ２４：１３～３２


