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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
（８月２７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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　今年の夏も韓国のサミル教会の方々が宣
教に来てくださいました。日本は戦争時に
韓国にひどいことをし、そして今も差別的
な目で見る日本人は少なくありません。で
もそれを赦し、自分たちを通して一人でも
多くの日本人に福音を伝えるために来てく
ださる情熱に本当に頭が下がります。コリ
アンパーティーだからこそ、わたしも友だ
ちの興味を引き気軽に声を掛けられます。
その機会を与えていただき感謝です。また、
サミル教会の方々の純粋さにはいつも感動
しています。教会に導かれた私の経緯を話
すと、恵みですねという返事が返ってきた
り、隣人を裁かない姿を見ると、なんでこ
んなにいつも神様の方を向いてるんだろう
と思います。韓国人と日本人が同じ一つの
神様を見上げることで、お互い愛を流し合
え一つになれるなんて、なんてすごい奇跡
なんだと思います。
「何よりもまず、互の愛を熱く保ちなさい。
愛は多くの罪をおおうものである。（Ⅰペ
テロ 4:8）」

 詩 74～ 80　　　水77金79

※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「愛の恵み」
の夏も韓国のサミル教会の方
てくださいました。日本は戦

「愛の恵み」
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澤口来海

（８月１３日）
（要約者：澤口　建樹）

聖書の学び

聖書の学び

誕生者のお祝い

私たちがしなければならないことは礼拝です。

もし置かれた環境で問題があるとすれば、それはあなたがそ
こに行くチャンスです。しかし、主がせよと言われたことだ
けを行ってください。誰かに忠告を受けたのならまずそこに
耳を傾けて、主がどういわれるか聞いてください。主は、行
けともいわれるし、行くなとも言われます。その答えはいつ
も最善です。主が行けと言われるのに行かないのは問題であ
り恵みを失うことです。主が行くなと言わるのに行くことは
破滅と破壊をもたらします。良くなることを壊すだけです。
ですから私たちがしなければならないことは礼拝です。神様
の前にただ出て何もせずにただ祈るのです。そして祈る中で
あなたの心が癒されていきます。これは医学的にも証明され
た事実です。神様はあなたの心と体を守ると言われました。
ですから心を癒される神様はあなたの体も癒します。ですか
ら、神様に祈ってください。そして、聖書を開いてください。
あなたの祈りを一方通行にしないでください。神の答えを聞
いて下さい。神様の答え以外で決断をしないで下さい。私た
ちが祈れば必ず解決されます。

もし置かれた環境で問題があるとすれば、それはあなたがそ
こに行くチャンスです。しかし、主がせよと言われたことだ
けを行ってください。誰かに忠告を受けたのならまずそこに
耳を傾けて、主がどういわれるか聞いてください。主は、行
けともいわれるし、行くなとも言われます。その答えはいつ
も最善です。主が行けと言われるのに行かないのは問題であ
り恵みを失うことです。主が行くなと言わるのに行くことは
破滅と破壊をもたらします。良くなることを壊すだけです。
ですから私たちがしなければならないことは礼拝です。神様
の前にただ出て何もせずにただ祈るのです。そして祈る中で
あなたの心が癒されていきます。これは医学的にも証明され
た事実です。神様はあなたの心と体を守ると言われました。
ですから心を癒される神様はあなたの体も癒します。ですか
ら、神様に祈ってください。そして、聖書を開いてください。
あなたの祈りを一方通行にしないでください。神の答えを聞
いて下さい。神様の答え以外で決断をしないで下さい。私た
ちが祈れば必ず解決されます。

コリアンパーティー
1８時頃～

農業体験③
ひえとり体験

特別礼拝＆伝道集会
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ナイライと BBQ大会
１８時～

ナイライLIVE

今回も通読箇所の概要を説明いたします。74 篇の内
容や表現が 79 篇と似ているので、歴史的な状況は同
じと考えられています。国は征服され、神殿は破壊さ
れ、汚されて、周囲の国々の物笑いになっています。
国が荒廃し神殿が破壊された原因は民の罪と不従順に
あることを認めながらも、神の約束に訴えて赦しと回
復を求めています。75 篇の主題は「神は公正なさば
き主」です。76 篇と共に、勝利の感謝を告白する歌
です。76 篇の 70 人訳表題には「アッシリヤについて
の歌」とあります。セナケリブの敗走は神の大いなる
さばきの行為であり、そのことが預言者的な権威を
もって語られています。77 篇は現在の苦難と試練の
中で、未来の神の救いを確信出来る根拠は、過去にお
ける救いのわざということが中心に書かれています。
この詩篇はハバクク書と内容が似ています。78 篇は
イスラエルの歴史を通して、神の恵みを忘れることの
ないようにとの警告を与えている詩篇です。79 篇の
状況は 74 篇と同じくバビロンによる国土の荒廃とエ
ルサレムの破壊の中からの訴えであり、民族の嘆きの
歌となっています。80 篇の状況は北王国イスラエル
がアッシリヤによって滅ぼされ、捕囚となっている時、
南王国ユダが兄弟王国の回復と再統一を祈って、エル
サレムで作られ歌われたものと考えられています。
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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。
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　　　わたしに祈れ
　決断が人生を大きく変えていきます。多くの人は問題が
あっても向き合うことができず、時間がたって忘れ去り、
解決もされず、それによって新たな価値観を見出していき
ます。神様はその起きたことを叱責するのではなく、その
ことを通して私たちに考える機会を与えます。心が騒ぐ、
煩わしさを「祈り」を通して取り除く事ができるのです。「祈
り」は私たちにとって自らの心を変える大きな力になりま
す。最近の研究で「祈りによって得られる効果」という研
究が行われ、祈り始めると体内でアドレナリンやノルアド
レナリンがベータ―エンドルフィンやドーパミンによって
駆逐され、さらにオキシトシンが出てきて、人の心に赦せ
る力が与えられてくるそうです。もし、私たちの心が不安
や疑いで騒いでいるとき、「わたしに祈れ」と神様がなぜ言
うかというと、あなたの心がまず平安になるためなのです。
子どもが泣いてきて、その子を抱きしめて慰めて、その後に、
もうしちゃだめだよ。今度はこうするんだよ。これが、神
様のアドバイスなのです。
　　　二人のしもべ　Ⅱ列王記５：９－２７
　今回はナアマン将軍やエリシャに目を向けるのではなく、
今日、目を向けたいのは二人のしもべについてです。ナア
マンのしもべとエリシャの使いゲハジです。エリシャがナ
アマン将軍に使いをやって、ツァラトに侵されたナアマン
に７たびヨルダン川に身を浸しなさい。と言われナアマン
は頑なになりました。私たちも人生で問題が起きた時に、
また、自分の思うようにならなかった時に、このような現
状が起こります。私たちはそれぞれ人生の問題を抱えてい
ますが、なぜこのような場所で何の問題もないかのように
過ごしているのかといえば、私たちはその問題の中にあっ
ても、祈りの中で試練とともに脱出の道も供えられ、解決
され、そのことを通して、自らも相手も環境もすべてが時
が来れば変えられると信じているのです。ゲハジという人
が出てきます。この人はリーダーがダメといったことをやっ
てしまいました。ナアマンのしもべが出てきます。この人
はたたき切られるかもしれないのに、その人のことを思っ
て正しいことを伝えに行きました。リーダーがダメだと言
われてやる人と、そのリーダーが間違った判断をしたとき
に、命をかけて変えようと努力した人の相対的な生き方が
この中に出てくるのです。イエス様はそのような正しいこ
とができないしもべのような私たちに、神様は友として私
の計画を伝えると言われています。クリスチャンは立ち上
がってきた人たちです。聖書というのは絶えずこの相対的
な違いが将来どうなるかを表しているのです。間違った決
断をした人と、正しい決断をしようとした人の違いです。
正しいことを行った一人の人によって、私たちが正しい決
断ができる助けを得られる事ができるようになったことが
書かれています。ですから、今日の皆さんは正しい決断が
できないような状況の中で、正しい決断ができるようにさ
れているのです。「隣の人の背中に手を置いてください」そ
の手のぬくもりを感じるでしょう。あなたのために祈り、
十字架に架かってあなたの問題が良いように変えられるよ
うにそれをした人がいることを忘れないでください。それ
が私たちの負けざる力なのです。その手のぬくもりを感じ
ているあなたは、愛されていて、あなたのために祈ってく
れている人がいて、その人はまたあなたの手を必要として
いることに気付くのです。人生はその相互の作用によって
変えられていきます。ところが、大きな問題は、そういう
ことがわかっていても、「従わない決断」をさせようという
環境があるということなのです。ナアマンはそのプライド
を捨てて、部下が伝えてきた真剣な言葉を聞こうとしまし
た。このことによって奇跡が起こりました。あなたならば
従えますか？誰かからアドバイスを受けたとき、ここでし
なければならないことは何でしょうか。「止まってみること」
なのです。クリスチャンにとって大事なことはそこで進ん
でいた道を一度止めるということなのです。止める理由は
「祈るため」です。
　　　耳を傾ける行為と聞き従う行為は別
　　　Ⅰサムエル１５：２１－３１
　サウル王がサムエルから厳しい叱責を受ける場面です。

耳を傾ける行為と聞き従う行為は別なのです。サウルの目
線は大事なものではなく隣の人の目線であったり人の気持
ちであって自分の立場であって自分がどのような立場かと
いうことをいつも考えていたのでまっすぐな人生を歩めな
くなったのです。素直に謝れなくなり、謝っても自分の立
場の為だったので言い訳、人のせいにしたのです。サウル
の問題もゲハジの問題も同じダメだよと言われているのに
「待てない」という人間の方法に頼る問題を抱えていたので
す。目的とプロセスとなぜやるのかという３つが揃ってイ
エス様が前を歩いてくれて上手くいくのです。聖書で一番
大事なことは「間違えたら素直に帰る」ということなのです。
神様はこれをやりなさい。これをやったらうまくいくよ。
と伝えているのです。しかし、聞こえておらず誰かを通し
て伝えています。そこで大切なことはその人の言葉を鵜吞
みにするのではなくて、何がベストなのかという土台に立
ち返るということなのです。
　　　①主を待ち望め！！　
　　　時は神のもの！！カイロス
　チャンスを逃すときというのは従わないことで逃すので
す。してはならないよと言われたことをやることで逃すの
です。聖書は従うものと従わないものの記録なのです。「何
のため」が絞られていないで決断するとろくなことになり
ません。何か忠告があった時には耳を傾ける時です。聞き
にくいことこそ聞かなければなりません。それは耳を傾け
ることです。その後にしなければならないことがこれです。
　　　②忠告に耳を傾け（　　　　）神様に
　　　聞き従う！！　頑なは罪！！
　　（　）の中は己を捨て、怒りを捨て、不安を捨て、疑
いを捨てなど、あなたの前に置かれている神様が喜ばれな
い感情をここに入れてください。そして、最後にあなたが
入ります。忠告は聞き従うための入口なのです。自分を捨
てることが大切なのです。頑固は罪！私たちは神様に素直
な気持ちを持つことが大切なのです。
　　　　③幸せへの決断は感謝　地平線は
　　　足元に！！　満ち足りることを学ぶ
　私たちは自論が多いです。自分の価値観で物事を判断し
てしまいます。今、私たちの教会に神様が伝えたいと思っ
ていることは「祈りと御言葉です」。もう一度その価値観を
そこに戻さなければなりません。正しいと思っていること
を聖書に照らし合わせてみてください。頑なというのは人々
につながっていってしまいます。今主がせよと言われてし
ていないことはないか。してはならないと言われているの
にしてしまったことはないか。相手のことを気遣うとか、
相手のことを思ってとかそういう問題ではありません。私
たちは今、時間に生きているので時間で物事を判断してし
まいます。今やらなきゃ。急がなきゃ。しかし神の時はそ
うではありません。その時が満ちていないと種を播いても
実りません。

「二人のしもべ」
～あなたはどちらの道に生きていますか？～　　　　　　　第２列王記５：９－２７


