
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
（１０月１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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私が津高リバーサイドチャーチに初めて行ったのは，小学 4
年生の時でした 。きっかけは母のコラムにもありましたが，
弟の主眞がじょいふるきっずのときに滑り台に落書きをし，き
んさんが一緒に消してくれて，お礼を言いに両親と教会に行っ
たことでした。狭かったけど，ただただ楽しくて大好きだった
津高の教会。みんなで時間を忘れて遊びました。
  中学 3年生の時，洗礼を受けることになりました。でも，前
日になって，なぜか迷いが出てきて，洗礼はまだ早いと思いま
した。その時，かよ先生が後押しをしてくれて，無事洗礼を受
けることができました。
   その頃，受験生だった私は進路を考え始めていました。剣道
の強豪校に行くために，私立高校から来た推薦を断り，第 1
志望を県立の学校にしたいと思いました。その時，牧先生に何
のためにその学校に行くのか？自分の将来の夢を叶えられるの
か？と言われました。でも，なぜか，私が行きたい気持ちが強
かったので，牧先生が祈ってくれていました。自分でも毎日祈
りました。無事に一般入試で受かりました。高校生活はほぼ剣
道の毎日です。今まで辛いことや苦しいことを乗り越え，2年
生の時にインターハイで準優勝を果たすことができました。で
すが，今年のインターハイはたった１本差で出場できませんで
した。その悔しさから，大学でも剣道を頑張りたいと思いまし
た。中学生で剣道をやめようと思っていた私をここまで導いて
くれました。
   今まで生きてきた中で，何かある時や人生の分かれ道に立た
された時，いつも教会に行き，また元気になって出て行くこと
ができました。これからも神様を1番大切に考えて，夢に向かっ
て頑張ります。
「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立
てさせ、事を行わせてくださるのです。（ピリピ 2:13）」 

 詩 109～ 115　水112金114

※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
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年生の時でした 。きっかけは母のコラムにもありましたが，
弟の主眞がじょいふるきっずのときに滑り台に落書きをし，き
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（９月１７日）
（要約者：岩崎　祥誉）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。
109 篇は悪人への報復を祈っている歌です。
そしてこの詩人は貧しい者、弱い者を代表し
ています。110 篇はイエスによって、ペテロ
によって、またヘブル人への手紙の著者に
よって、イエス・キリストの祭司的王性、復
活・昇天に用いられた詩篇です。111 篇、
112 篇は構造・内容・用語に共通点がありま
す。111 篇は神の力・善意・義・救いのわざ
に対する賛美であり、112 篇は神を畏れる者
の繁栄・祝福の様を描いています。113 篇は
捕囚帰還後に感謝の歌として作られ、礼拝用
として用いられたと考えられています。 114
篇の主題は「出エジプト」です。そして第 2
の出エジプトとしてのバビロンからの帰還と
並行しています。115 篇は周囲の敵意とあざ
けり、またバビロンの偶像礼拝のむなしさが
強く意識されていた頃に、イスラエルの民は
自らの弱さを自覚し、主に信頼し、主の栄光
を求める歌をもって礼拝しるために造られて
います。

牧　一穂　牧師
牧　唯恵　伝道師

全本みどり
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　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　泉水京子

9 月の誕生者
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淺野　愛可

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。

唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

洗礼式 BBQ
準　備：日　名ﾌｧﾐﾘｰ
食　事：平　澤ﾌｧﾐﾘｰ
片付け：みんなで       

　　　①神の御子の存在の回復
　私たちの 1 番の祝福は「神の子」という存在
にあります。世界の基が置かれる前（生まれる前）
から私たちは選ばれていました。救われたから
神の子とされたというのも間違えではありませ
んが、神の子として選び取られていたから救わ
れたのです。ここに全ての祝福が備えられてい
るのです。愛する家族（人）がいなかったら、
そこは天国ですか？みんながそこにいなければ、
神の国は完成されません。神様は神の子という
アイデンティティを回復して、全てのことをな
されます。そのために、御子を捧げられたつま
り「神の一人子、長子の権利」を回復したのです。
祝福は神の子という“存在”に与えられるのです。
神様が造られたこの世界は存在（Being）があっ
て行動（doing）があります。私たちの存在が
明確になった時、私たちの生きる目的がわかっ
てきます。目的がなくなってしまうとさまよっ
てしまいます。私たちは「行動が変われば存在
が変わる」と思っています。信仰を持つ・御言
葉を読む→神の子になっていく・・・それはそ
うです。しかし本来は、逆です。神の子だから
神を愛する→礼拝する→みことばを読みたくな
る→神が行くところに一緒に行くようになるの
です。救いとは「行動の変化」のみにとどまる
のではなく「存在の変化」もたらすのです。

　　　②神の子には約束の聖霊が注がれます！
　
　「 また、天からこう告げる声が聞こえた。「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）
聖霊は父から子に注がれる油注ぎです。これが
「愛」です。この完全な愛が注がれていてここか
らすべてが始まるのです。イエス様の使命もこ
こから始まりました。神様が使命の前に私たち
に「愛の油注ぎ」をしてくださいます。サタン
が荒野の誘惑の中でイエス様から奪おうとした
のはこの「神の子」というアイデンティティです。
それに対してイエス様は「御言葉」で退けました。
「権威、富、所有」といったこの世の価値ではなく、
神の御言葉の権威、守りの中に生きる者が「神
の子」であり勝利するのです。「価値があるもの
になれば愛してあげる。」これがこの世の価値観
ですが、それは違います。私たちは「神に愛さ
れたから価値がある」のです。だから愛される
ためにがんばらなくていいのです。私たちは愛
されるために様々な要求をされてきました。そ
のために「愛されなくなったらどうしよう」そ
の不安からがんばってしまいます。この世の愛
は「要求」から始まります。でも神様は何も要
求しません。神様の言う「～しなさい」は「私
との関係の中に入ってきなさい」ということで

す。聖書には『心を尽くし、思いを尽くし、力
を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である
主を愛せよ』『あなたの隣人をあなた自身のよう
に愛せよ』とあります。これは要求ではなく「愛
の中にいなさい」ということです。イエス様は
一人で全世界の人々を救うことができますが、
あえて私たちを用います。それはその救いの喜
びを私たちに味わわせたいからです。神の愛に
とどまる時に自然と実を結びます。
（ローマ 8：15，16）まだ自分を奴隷の霊に縛っ
ているとしたら、それは自分自身が決断して縛っ
ているだけです。自分が自分をどう思っている
のかが 1 番大切です。信仰はあっても自尊心が
低いという人が多いですが、人は自尊心の大き
さではばたくことができます。「自分にはそんな
ものはない」・・・こんな風に自分で制限をつけ
てしまうことは、信仰の世界では全く謙遜では
ありません。だから神様が見ている目線にかえ
ていく必要があります。信仰とは「神様が私を
どう見ているか」・・・これを取り戻すことが「信
仰の回復」です。私たちには自分を狭めてしま
う「かご」はもうないのです。「しかし、聖霊が
あなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは
力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤと
サマリヤの全土、および地の果てにまで、わた
しの証人となります。」（使１：８）彼らが 1 番
得られたもの・・それは恐れ（リミッター）が
外れたということです。リミッターを解除する
ものは「神の愛」です。

　　　③神の国を受け継ぐ使命を
　　　　受けたものです
　私たちの信仰は誰かがつないでくれたもので
す。私たちにもその信仰を受け継いでいく使命
があります、「霊的な父・母」になるのです。今、
教会の 1 番の問題はいつまでも聖徒が求めてば
かりということです。私たちは子どもを生み出
す人になる必要があります。いつまでも子供で
あってはいけません。人を育てていく時に、自
分も成長します。
「それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の
人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊
の御名によってバプテスマを授け、 また、わた
しがあなたがたに命じておいたすべてのことを
守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、
世の終わりまで、いつも、あなたがたとともに
います。」（マタイ 28：19，20）
私たちの中にはイエス様という「王の王」がい
ます。その信仰、弟子の DNA を私たちは受け
継いでいます。これを受けついていく時に、私
たちを通して御国が受け継がれていきます。一
人一人が神の愛をの中に留まり続け、受け継い
でいくものとなっていきましょう！

「キリストを通して天にある御国を受け継ぐ者」
エペソ1：3～14


