
聖　餐　礼　拝聖　餐　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
（９月１０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

岩崎祥誉
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　 賛美とは何ですか？なぜみんなで礼拝のときに賛美
するのですか？
私が教会に来始めた頃を振り返ると賛美している光景は
異様で歌えなかったです。教会に導かれて 3年程経過し
ますが今ではその輪の中に入って一緒に賛美していま
す。しかも今、私のマイブームは、朝の通勤途中の車内
で毎日 1時間賛美を聴きながら歌いながら会社へ向かう
ことです。
　賛美は、どんな辛いことや問題があっても神様に感謝
や喜びを表し、神様の救いや助けを信じて賛美をささげ
るものだと思います。また賛美は祈りでもあると思いま
す。私は今、賛美を歌うことの喜びや楽しさを感じてい
ます。
詩篇 61:8 こうして、私は、あなたの御名を、とこしえ
までもほめ歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。
詩篇 63:4 それゆえ私は生きているかぎり、あなたをほ
めたたえ、あなたの御名により、両手を上げて祈ります。
詩篇 34:1-3 私はあらゆる時に主をほめたたえる。私の
口には、いつも、主への賛美がある。私のたましいは主
を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私とともに主を
ほめよ。共に、御名をあがめよう。

愛する兄弟姉妹の上に、神様の愛が豊かに降り注ぎます
ように。
みんなで神様をほめたたえ賛美していきましょう。

 詩 88～ 94　　　水91金93

※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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（要約者：小根久保　麻由美）聖書の学び
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ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

まとめ

　天のお父様は、私達がどのような人間であっても、どのよ
うな状況の時でも私達を見捨てずそして愛してくださってい
ます。
　～あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたの
です。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物で
す。行いによるのではありません。だれも誇ることのないた
めです。私達は、神の作品であって、良い行いをするために
キリスト・イエスにあって造られたのです。神は私達が良い
行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えて下さっ
たのです。エペソ２：８～１０～
　親が我が子を愛するように、神様のあなたへの愛はそれに
も勝る程の無条件の愛なのです。
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今回も通読箇所の概要を説明いたします。88 篇の表
題にあるレアノテとは「苦しみ」の意味であるから、「病
気と苦しみ」を表す短調の曲と考えられています。こ
の詩は暗く悲しい内容で終始しています。背景は捕囚
中のイスラエルの叫びともとれる詩篇になっていま
す。89 篇の主題は「神の約束と真実を信じ期待する
信仰の表明」です。内容は 37 節までの前半はダビデ
の家に対する神の恵みと慈しみの約束を述べ、後半は
ダビデの家の悲惨な現実、神の民の捕囚と王国の崩壊
が述べられて、神の真実を求める叫びとなっている。
90 篇と 91 篇は困難の中で神による救いと解放を確信
する歌です。イスラエルが過去にエジプトの地で守ら
れたように、バビロンの地にあっても守られるとの確
信を歌っています。92 篇は主は正義をもって世界を
統治されていることを、捕囚からの帰還という実際の
出来事を通して確認した喜びと、主に対する感謝の歌
となっています。93 篇～ 95 篇は現実に不正と不信仰
のはびこる生活の中で、神の王としての正しいさばき
と支配を求める祈りと、神による正義の究極的勝利の
確信する歌です。93 篇は理想を歌い、94 篇は現実を
歌い、95 篇からは理想の究極的実現の確信を歌うと
言われています。
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9 月の誕生者

メッセージ：
司　    　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

西嵜　達也

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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　皆さんが何をしていたとしても天のお父様は興味があり
ます。なぜなら、あなたの存在が天の父にとって喜びなの
だからです。しかしながら私達は自分の存在をどのように
扱っていますか？自分の価値というものがわからなくなっ
てしまうのです。「自分の行い＋他人の評価＝自分の価値」
そのほうが、しっくりくるのではないでしょうか？ただ「愛
されているよ」と言われても。しっくりこないのではない
でしょうか？他人の良い評価によってわたしには価値があ
ると思ったりするのは世の中の価値観の中では当然のこと
です。しかし今日、私たちは知らなければならないのです。
たとえあなたの行いがなかったとしても天のお父様はあな
たのことを愛しているという事なのです。何にもできなかっ
たとしてもあなたの存在が喜びでしかないのです。しかし
私達は時にその愛を勝ち取ろうとします。それが教会の中
では奉仕だったり、、、、、もっとすればもっと愛される、、、
もっと祝福される、、、、と思うところがあるかもしれない。
しかし私達は「愛される為に頑張るのではない」のです。「愛
されたから頑張っていく」のです。「認められるために頑張
るのではない」のです。「もうすでに認められているから頑
張る」のです。そして、ベストを尽くして歩んでいけるの
です。
～それからすぐイエスは弟子たちを強いて舟に乗りこませ
て自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を帰して
しまわれた。マタイ１４：２２～
私たちは「イエス様一緒にいるのかな？」って思うときは
ないでしょうか？「祈っても何で答えてくれないのです
か？」って思う時ありませんか？「信じたいけど離れてい
るようにしか感じられない」「見えない、わからない、御声
が聞こえない」っていう時あると思います。私たちはイエ
ス様との関係を育んで生きているわけです。孤独で寂しさ
を感じてしまう時もあると思います。しかしイエス様はそ
のシーズンでさえもその御手の中におさめてあなたと豊か
な関係を育んでおられます。
～しかし舟は陸から何キロメートルも離れていたが風が向
かい風なので波に悩まされていた。マタイ１４：２４～
まさに人生の様な瞬間です。私達の人生には沢山の思いも
よらない事が起こります。悩みます。
～すると夜中の三時ごろイエスは湖の上を歩いて彼らのと
ころに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておら
れるのを見て「あれは幽霊だ」と言っておびえてしまい、
恐ろしさのあまり叫び声をあげた。マタイ１４：２５、２
６～
私達もイエス様の存在が幽霊のように実態のないものに感
じてしまう時はないでしょうか？そのような時にもイエス
様はすぐに私達にも御声をかけて下さるお方です。
～しかしイエスはすぐに彼らにはなしかけ、「しっかりしな
さい、わたしだ。恐れることはない。」と言われた。～
イエス様は求める私たちにすぐに話しかけて下さるお方で
す。天のお父様の愛がわかるように体現してくださった、
それがイエス様という存在です。だからイエス様の弟子た
ちに対する態度、イエス様の皆さんに対する態度は天のお
父様の態度と一緒なのです。主は必ず求める私たちに答え
て下さるおかたです。
～するとペテロが答えていった。「主よ。もしあなたでした
ら、私に水の上を歩いてここまで来い」とお命じになって
ください。マタイ１４：２８～
少なくともペテロはイエス様が語る言葉が権威を帯びてい
て、それが真実であり力がありそして愛が溢れているとい
う事を体験的に知っていたのです。すると、イエスは「来
なさい」と言われた。ここにイエス様の凄さがあるのです。
皆さん祈るときにみなさんの願いをそのまま打ち明けてよ
いのです。こんな祈り信仰的じゃないのでは、御心がわか
らないから。でも、イエス様ってそんな懐の狭いお方じゃ
ないのです。そして祈りは具体的なほうが良いのです。私

たちは具体的じゃない祈りをしたがります。実は具体的に
祈らないときは結構自信がないのです。恐れている、具体
的に言うと違うことが起こったら嫌だな、とか。しかし、
具体的に祈る時に信仰は試されるのです。そして、本気で
信じたら、本気で具体的にアクションを踏み出して行かな
ければなりません。信じたら終わりではないのです。その
為の備えをしていく必要があるのです。
～そこでペテロは舟から出て水の上を歩いてイエスのほう
に行った。マタイ１４：２９～
一人一人に語られている信仰のチャレンジがあると思いま
す。ぜひ従ってみてください。従って一歩踏み出す時にイ
エス様の力を体験していくことがあるでしょう。イエス様
はその一歩を決してないがしろにしません。あなたの人生
を通して想像をはるかに超えた御業を現してくださいます。
そしてその体験が今後の奇跡の歩みを力づけてくださいま
す。
～ところが風を見てこわくなり、沈みかけたので叫びだし
「主よ助けて下さい」といった。マタイ１４：３０～
これが、人間なんです。さっきまでの確信、言葉にできな
いくらいの思い、それが風を見た瞬間になんとあっけなく
吹き飛んでしまうか。人間は本当に弱いのです。そんな時「主
よ。助けて下さい」と叫び、また、すぐに。
～そこでイエスはすぐに手をのばして彼をつかんで言われ
た。「信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。」マタイ１４：３
１～
イエス様は責めなかったというか、失格にしなかったので
す。あんな奇跡も見せて、水の上も歩かせたのにすぐに疑っ
たペテロ。しかしイエス様はペテロから目を離さなかった。
皆さん、手をのばしたのは私達ではないのです。イエス様
のほうなのです。この先ペテロが裏切るのも全てわかって
いるのです。初対面で会った時から「私についてきなさい」
と言ったのです。あなたの不誠実さえも私のあなたへの愛
を変えることはできない。あなたの不信仰さえも私のあな
たを信じている心を変えることはできない。あなたを愛し
ている。あなたを選んだのです。あなたは私の弟子なのです。
私はあなたを通して栄光をあらわしたいのです。
～そしてふたりが舟に乗移ると風がやんだ。そこで舟の中
にいた者たちはイエスを拝んで「確かにあなたは神の子で
す」と言った。マタイ１４：３２、３３～
大自然さえもイエス様の権威の下にあります。イエス様に
できないことは何もないのです。
そして、たとえ何ができても、できなくても、天のお父様
は私たちの事を愛してくれて、認めてくれているのです。

「これは、わたしの愛する子。
　　　　　　　わたしはこれを喜ぶ」 マタイ３：１７
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