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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
（９月２４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

唯恵伝道師

全本みどり
西嵜芳栄
a佐々木亜弥
藤原友規子
日名陽子
小根久保麻
西嵜真由美
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眞砂永一
富岡美千男
澤口明子
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厭きない・・・焦らない・・・諦めない。
そんなこと、あるはずがない。それはあるかも？
そうか絶対にある。
今まで。中途半端な生き方をしてきた私にとっ
ては大変な努力がいることだと思われます。
　クリスチャンになって過去の重荷を下した心
算でいても、あまりの重さに、引き戻される、
自分を日々感じています。
　今の私は何をすれば良いのか・・・どうした
ら良いのか・・・思い煩わず、神にすべてを委
ね、祈る・・・
　大丈夫では無いけど、神様に感謝し祈ります。
神様私に力をお与え下さい。

「また、光の中にある、聖徒の相続分にあずか
る資格を私たちに与えてくださった父なる神
に、喜びをもって感謝をささげることができま
すように。 神は、私たちを暗やみの圧制から救
い出して、愛する御子のご支配の中に移してく
ださいました。この御子のうちにあって、私た
ちは、贖い、すなわち罪の赦しを得ています。（コ
ロサイ１：１２～１４）」

 詩 102～ 108　　水105金107

※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

「神様私に力をお与え下さい」
厭きない・・・焦らない・・・諦めない。
そんなこと、あるはずがない。それはあるかも？
そうか絶対にある
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（要約者：淺野　恵子）聖書の学び

聖書の学び

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

聖書の脈
①１９時～

聖書の脈
②１０時～
③１３時～
④１５時～

今回も通読箇所の概要を説明いたします。102
篇は、7 つの悔い改めの詩篇（6，32，38，51，
102，130，143 篇）の 1 つです。103 篇は 102
篇の祈りと期待への応答になっています。不安は
喜びと感謝に、絶望は確信に変わる内容になって
います。104 篇は自然と歴史が創造における神
の力と知恵と恵みを表しています。創 1 章の創
造物語を詩的に表現して、創造者なる神を賛美し
ている歌になっています。105 篇と 106 篇は密
接な関係にあります。105 篇が神の誠実を賛美
し感謝する詩篇とすれば、106 篇はイスラエル
の歴史における不従順と忘恩の告白であり、国の
復興を祈る悔い改めと嘆きの詩篇になっていま
す。107 篇は第 5 巻の最初の詩篇です。バビロ
ン捕囚から帰還した人々に対し、主が様々な危機
に際して恵みを示された例を挙げて、感謝をささ
げるように呼びかける歌になっています。108
篇は捕囚からの帰還を感謝すると共に、周囲の敵
意の中で助けを求めていることから、感謝と共に
霊的戦いに対する勝利を願い訴える詩篇として、
世にある教会の歌と言えます。

吉原　学　牧師
平澤一浩

牧　唯恵　伝道師
山本洋子

　１日　淺野愛可
　　　　村部稜太
　　　　矯　宇辰　
　２日　藤井瑞穂　　　
　　　　那須陽子

　２日　眞砂永一
　　　　小根久保麻由美
　３日　青木容子
　８日　佐藤仁実
　　　　藤原友規子

　８日　吉野航平
１３日　牧　希穂乃
１６日　岩崎晃輝
１７日　小林　茂
１８日　丸井克己

１９日　富岡　牧
２０日　楢村紗英
　　　　澤口明子
２５日　永井千愛
　　　　太田征児

２７日　西嵜達也
２９日　泉水享子

9 月の誕生者
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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。

幸　恵ﾌｧﾐﾘｰ

クローチェ
準備：行　司ﾌｧﾐﾘｰ

行　司ﾌｧﾐﾘｰ

　大雨が降って大きな虹が出ました。それを見た裕福な家の子ど
もが，「これは何のＣＭか。」と聞きました。この子は塾と学校し
か行き来していなかったので，虹はＣＭでしか見たことがなかっ
たのです。また裕福でない家の子どもは，大雨で家が雨漏りをして，
お母さんがお皿や鍋を雨受けに使っている姿を見て，涙目になり
ながら「ぼくが大きくなったらバケツをいっぱい買ってあげるか
ら。」と言いました。物事の見方は，置かれた状況でこれほど変わっ
てくるものなのです。貧しいからといって心が豊かというわけで
はなく，豊かだからといって心が豊かなのではありません。私た
ちの目線が間違った方向に進んで行くこともあるし，誰かのため
にがんばるんだと思える生き方もあるのです。私たちがどのよう
に進むことができるか考えていきましょう。
　マタイの２５章１４節　タラントの例えです。これはイエス様
の「忠実なる者」という遺言が記されています。その前後に，イ
エス様はさまざまな例え話を挙げていますが，その最後に主人が
旅に出るのでしもべにお金を任せるというたとえ話を挙げていま
す。１タランとは６０００日分の賃金ですから，大金を任せたと
いうことです。みなさんは大金を人に任せるときには，信頼がな
いとできないでしょう。５タラント預かった人や２タラント預かっ
た人は命がけで働き，倍にして返しました。１タラント預かった
人は，取られないように土の中に埋めました。そして主人をのの
しり，自分の立場を危うくしてしまいます。人は汚い心を持って
います。自分に非が向くと言い訳をしてしまします。神様はお金
を儲けてきたことを評価したのではありません。主人に対する思
いを持っているかということです。その主人が好きだから主人の
ためにがんばろうと思って二人は行動しましたが，１タラント預
かった人は主人に対する思いが自分の思いに負けていき，喜べな
くなり，一つ一つの働きが形になっていきました。このたとえ話
には，持っている物を埋める ( 否定する ) こととあなたの心の中の
忠誠心と，二つのことを言っているのです。「忠誠心」とは何でしょ
うか。２人は評価されるためにしたのではなく主人が好きだった
から儲けてきたのです。たとえ失敗したとしても主人は怒らなかっ
たでしょう。

　　　役に立つものとは何か
　　　～神様のところへ帰ろう～
　
　聖書でいう罪とは，的を外すということです。最初のずれは１
ｍｍ程度です。しかし長い時が経つとそのずれはどんなに大きく
なるでしょう。この３人は最初からそんなに大きな違いがありま
せんでした。５タラントや２タラント預かった人も少しずれては
戻りを繰り返していたと思われます。神様の言われる役に立つも
のとは何でしょうか。正義は自分に向けるものであり，人に向け
るものではありません。やらなければならないことは最善を尽く
す行為です。最善をつかむことが聖書で言う心であり，賜物を用
いる行為です。神様は愛する力を与えてくれました。これが最大
の賜物です。そしてその賜物はさまざまな現われで出て行きます。
それぞれに与えられた能力がありますが，能力の最大の神様のルー
ルは忠実であることと心があることです。その二つはどちらも保
たれていなければいけません。教会で私たちは，この忠実と心を
学んでいるのです。私たちはその中で自らの心を取り戻すこと自
らの置かれた場所で忠実に生きることの両立を養っています。子
育ても同じです。子ども達に心を失わせずに，且つ置かれた場所
にあって精一杯向き合うことを教えるのが親の仕事です。そして
それは神様が私たちにしてくださっていることです。心の中心を
学ぶことです。心を失ってはいけないことを伝え，置かれた場所
であきらめずにやり遂げること，その場所で相手の人に与えるこ
と。それが一番大切なことです。

　　　①愛のリレーション！！
　神様との関係が本当に保たれて奉仕をすれば，すばらしいこと
が起こります。そこで大切なことが忠実ということです。この両
方が大事なのです。あなたが神様を愛することは，神の命令を守
ることです。教会にも社会にも秩序は大切です。社会は秩序が大
前提で，裁くために秩序が用いられます。元は聖書からきた法律
でしたが，今は秩序のための法律になってしまっています。礼拝
もずれてきます。英語で「捧げる」とはＳａｃｒｉｆｉｃｅですが，

全焼のいけにえを捧げる等，あまりにも重いものでした。なぜこ
のようなことをするかというと契約は命がけだからです。誓いを
破ると言うことは血で贖うという約束だからです。しかし神様は
最初人を作ったとき，礼拝を作ったとき，あなたを燃やし，清く
するためにつくったのではありません。だから人々の価値観がＤ
ｅｖｏｔｉｏｎ( 献身や出家の意 ) に変わっていきました。そして
Ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ( 約束・信頼 ) に変わっていきます。宗教は
このどこかにおさまっています。これはキリスト教会でも根強く
残り，本来の主旨から逸脱していきました。では元は何かと言う
と「コルバン」です。（ミトカレープというヘブル語からきて，神
様と人との関係であり，関係を持つと得ると言う意味）神様の前
に出るのは，受けることです。そして私たちの心の内側の重荷を
出すのです。それが礼拝の原点です。「神様，あなたにすべてゆだ
ねます。」そんな思いで，神様に自分の心をさらけ出すのです。そ
のことがローマ人への手紙８章２０節に書かれています。そこに
は，人生でむなしさがあるなら喜べと言われています。問題があ
るなら望みを置きなさい。あなたは祈られています。折にかなっ
た助けを与えてくださいます。それはあなたが神様のところへ出
て行くためです。

　　　②パッションに生きる！！恐れては
　　　いけない！！任されたことを心一杯！！
　
　今あなたが任されていることは何ですか。置かれた場所でいか
にその本質を見抜くかということです。今あなたが置かれている
場所にあって，神様があなたをそこに植えられたのだからやめな
いでください。意味があります。渡辺和子さんが言われていたよ
うに，置かれた場所で咲くというのはこういうことです。柔和とは，
置かれた場所で愛を持って生きること，それをパッション ( 情熱 )
でやらなければなりません。イエス様は十字架に向かうことに情
熱をかけました。人には役割があります。各々タラントをその人
に与えたとあるように，その人に与えた賜物なのです。この体は
キリストの体であって，すべての人はその各器官であって，すべ
ては必要なのです。置かれた場所で忠実に心をもって行わなけれ
ばなりません。森村一左衛門さんはなぜクリスチャンになったか
と言うと，忠実に作業をしているフランス人の姿を見たからです。
愛の忠誠心が人の心を変えたのです。

　　　③帰ろう　自分を下ろそう
　人々の心を変えるのは神様です。どんな人も最初は人を通して
何らかのきっかけで教会に来ます。教会で出会う人にあなたの心
を伝えてください。そこから成長して神様の姿に向いていきます。
神様のところに帰ろうとすると変わっていきます。イエス様が生
まれて６０年経ったころ，ローマ帝国で大火災が起きました。国
民はネロが町に火を放ったと言いました。するとネロがキリスト
者たちが放火したと言いました。そのため，コロッセオの中に入
れられ，殺されました。キリシタンは迫害を受け，殺されたのです。
そんな中で「あきらめるな，かならず神様の安息がある。」という
ヘブル人への手紙が書かれたのです。命がけのメッセージです。
私たちの心の中にはさまざまな思いがあって，これが正しいと思
うものがあります。それを神様の言葉は最善に変えてくれます。
今まで正義で学んできたさまざまな言葉を神様は，大胆に神様の
前へ出ることで，正しいものへ変えてくれます。望みが抱けない時，
苦しみがある時，前を向けない時，痛い時，苦しい時，是非大胆
に神様の前に出て行きましょう。それが礼拝です。それがなされ
た時，私たちの心は変わるのです。心が癒されると愛が賜物とし
て与えられます。しようとすることが愛に根ざして行われます。
無駄と分かっても出来るようになるし，裏切られても腹が立ちま
せん。昔のキリシタンがなぜ殉教できたのか，それは神様に対す
る愛の忠誠心からです。愛されたから愛したのです。神様の前に
出たから，愛されたことが分かったのです。あなたが置かれた場
所にあって，羊を牧していきましょう。どう牧するかというと言
葉ではなく，生き様を見せることです。あなたが必要とされるのは，
あなたが神様に向いているからです。神様はあなたに与えたいわ
けです。愛されたことを伝えたいのです。

「役に立つものとは何か」
～神様のところへ帰ろう～　　　　　　　　　　　　　　　マタイ２５：１４～３０
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