
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１５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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1 日の洗礼式は感動の時でした。受けられたお一人
お一人が神様から愛され祝福され喜んでいる表情
を見ていると本当に嬉しく、海の中ではしゃぐ大
人も子どもも みんな神様にとっては可愛い幼子な
んだなと感じ、そして この喜びを共に享受できる
神の家族がこんなにもいることに感謝で いっぱい
になりました。
　私自身、人生を諦めて 投げ出そうと何度もしま
したが神様は決して私の事を諦めず、辛く苦しい
時に ひとりぼっちで暗闇にいた時も神様は初めか
ら変わらず光をあててくれていました。神様がく
れた初めの愛は私がそれまでに得ていたものとは
比べることのできない究極の愛でした。
「ずっとずっと覚えている
   あの日 イエスの愛を知った
   いつも いつも忘れはしない
   イエスがともにおられるから
   どんな困難が起ころうとも
   十字架の愛から引き離すものはない
   いつまでもずっと変わらない
   あなたへのおもいは初めの愛」

『あなたは私の心に喜びを下さいました。それは穀
物と新しいぶどう酒が豊かにあるときにもまさっ
ています。』詩篇 4:7

 詩 123～ 129　水126金128

※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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（１０月１日）
（要約者：高橋　奈津江）
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聖書の脈
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今回も通読箇所の概要を説明いたします。123
篇は「あざけり」と「さげすみ」の中にある教会
が神に目を向けて信仰と忍耐を続ける姿を現して
います。124 篇は救いに対する感謝の歌である。
イスラエルが体験した解放の出来事が主なる神か
らのものであったことを告白し感謝しています。
125 篇は エルサレムが山に囲まれて内外の誘惑
や敵から守られているように、神の民も神の確か
な防護壁によって守られ保持されるという確信の
歌となっていま す。126 篇の 1 - 2 節は帰還の時
の喜びと期待の様子、3 - 4 節は苦難の中で失望
している神の民の訴えと助けを求める祈り、
5 - 6 節は試練の中で 神の約束と力に信頼し回復
を確信する姿が描かれています。127 篇は神へ
の依存と神からの祝福が全生活の基盤であること
を教えています。128 篇 はエルサレムの再建と
繁栄の基盤が家庭の祝福にあり、家庭の祝福の基
盤は、主を畏れ主の道に歩むことにあると教えて
います。129 篇は敵の中に あっても主が守って
下さるという信仰の告白が歴史的な体験を通して
表明されています。
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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。

行　司ﾌｧﾐﾘｰ

各　ﾌｧﾐﾘｰ

各　ﾌｧﾐﾘｰ

ある人が、オークション会場で本物のナポレオンの 12 歳時の頭蓋
骨だと言われ、１億円で落札しました。会場で多くの人々もそうだ
と言ったので信じてしまいました。しかしナポレオンはもっと生き
たので、それは他の 12 歳の人の頭蓋骨でだまされたと分かりまし
た。みなさんも自分を持たずに、多くの意見のほうを信じてしまう
ところはないでしょうか。世の中にはたくさんの情報があふれ、そ
れがあたかも正しいかのように洗脳されています。今日は 12 歳で
死ぬ状況だった少女の聖書箇所も見ていきましょう。私たちは終わ
りの時までの与えられた人生をどう生きるかによって最後の姿が変
わってきます。ある余命半年のガン患者は、宣告されてからすべて
が否定的に見えとても落ち込みました。友だちが連れてきた牧師が
「みんな必ず死にます。あなたにはまだ半年あるじゃないですか。
すべてが失われたような顔をして暴言を吐いて大事な家族を傷つけ
死んでいくのですか？」と言いました。彼はその日から生き方を変
えなければならないと戦うようになり、多くの余命幾ばくもない人
やそうでない人も励まし、死ぬまでの与えられた時をどう生きるか
を伝えました。そして将来を生きる会という財団ができました。病
気の進行が止まり 10 年生きました。「彼は苦しみにあったことは
幸いでした。わたしは神の奥義を学びました。」聖書には「どんな
境遇にあっても満ち足りる」と書いてあります。キリスト・イエス
にあって心が平安に守られるのです。私たちの心が平安でいられる
ようにと神様が与えてくれたプレゼントは「礼拝」です。聖書に書
かれていることは、あなたにとってはすべてが納得いくことでしょ
うか？あなたが自分の中だけでこうだと思っていることは、あなた
の人生を蝕み価値観を固定させてしまいます。そして誰の話も聞け
なくなるので、変わらない状況に心が騒ぎ、うまくいかず不安や恐
れが生じます。しかし神様の前に出ると、その聖書の納得いかなかっ
たものと自分の答えが違っていることが分かり、「あ、そうか」と
思うのです。すると私たちの価値観が壊れます。これが、最大のあ
なたの人生における平安の入口です。だから聖書では「狭い門から
入りなさい」（ルカ１３：２２～、マタ７：１３～１４）と語られ
ています。神様は、一般論や常識的価値観で解決しようとはされま
せん。一般論や常識的価値観は時代や国の文化で変わり、正しくな
い黒人差別や男尊女卑のように、その人の人格を否定してしまうこ
ともあります。聖書は、その人自身を得るように法律というものを
与えました。それが立法です。組織のためのルールは人格を否定し
ますが、個人のためのルールはその人を生かします。組織のための
ルールは何かを守るために何かを排除しますが、個人を守るための
ルールを聖書は絶えず伝えようとします。それが「狭い門から入り
なさい」ということです。イエスは山上の垂訓での群衆に「努力し
て狭い門を探しなさい」と言われました。人生の解決を求めてイエ
スのもとに来た人は少なく、多くの人々は嘲笑ったり見てやろうと
いう気持ちで来たのでした。教会に来る人もこの 2 パターンに別れ
ます。後者の人は、この世の価値観や常識で判断しようとし、探し
てるものが違うのでなかなか良いものに出会えません。

　　　「人生が変わる礼拝」
　　　狭い門からより頼む人生！！
　神様がなぜ私たちに「礼拝」を与えてくれたのか。それは、狭い
門からより頼む人生になるのです。狭い門は、戦いのときに敵の馬
が攻めてこれないように小さく作られました。隠されていたので見
つけるのが難しいものでした。イエスは「努力して」狭い門から入
りなさいと言われました。日本の茶室を見ると、入口はとても小さ
いので、ひざまづき頭を垂れて入ります。武士は自分の魂とも言え
る刀を外し、感情・意思・知識・立場を置いて入る儀式となり、茶
室の中では殿も武士も庶民もみな平等です。「感謝しつつ主の門に
賛美しつつ主の大庭に入れ」という聖書のことばとよく似ています。
「狭い門から入る」を結論づけているストーリーは、マタイ９：１
６～２５、マルコ：５：２２～４２です。イエスはいつも少数を選
びます。マルコ？の福音書は「ひとりの」がテーマです。群衆に話
していると、ひとりの会堂管理者が（当時会堂管理者は権限があり
偉いのですが）イエスにひれ伏して拝して「イエス様来てください！
娘が今死にました。でも御手を置いてくだされば生き返る」と言い
に来ました。次はひとりの 12 年間長血を患っている女が、群衆を
かき分けてなんとかイエスの後ろに来て「着物にさわることでもで
きれば、きっと治る」と信頼して着物のふさにさわりました。さわ
るとは「すがりつく」という行為です。女は汚れた者として 12 年
間隔離され医者からひどい目に会わされていました。イエスは「あ
なたの信仰があなたを直したのです。」と言われ、女は直りました。
会堂管理者の家にイエスは来られて「その子は死んだのではない。
眠っているのです。」と言うと、群衆はあざ笑いました。群衆は今
しか常識でしか見ていませんでした。あなたは？
　　　「ひれ伏して！！」
　　　狭い門をくぐる
みなさんは、みことばを軽く扱ってませんか？火事のとき、人生で

火事と思えるできごとのとき、みことばを持って出てください。聖
書を日曜日だけ開くようなもったいないことをしないでください。
この世の成功書はコピーロボットを作る参考書ですが、聖書は「あ
なたがあなたであるように輝く」ことを教える書なので一番早いで
す。礼拝はうれしいとき悲しいときどんな状況にあっても、神様の
前に出て行こうとする姿勢です。それを決断させるのは聖書で、長
血を患っている女は這ってでも来たようにそれを行うのが狭い門を
くぐるということです。すると、神様の目線で人を見れるようになっ
ていきます。聖書はその人の価値を唱っているようなものです。

　　　「すがりつく！！」
　　　彼に信頼する者
　あなたは素晴らしいが少しだけズレている、長血の女が信頼して
イエスの元に来てすがりついて直ったようにあなたも元の素晴らし
い姿に直ると伝えています。関西学院大学ができるには、こんな話
がありました。大阪市から布教禁止令が出たとき、宣教師 2 人は、
周りの人が倒れるくらい素晴らしい礼拝をして神様に聴きました。
いちばん最初に神様に信頼し祈りました。そして、ペテロたちのこ
とを思い起こし、捕まってもいいから街道で神の教えを解くことを
決断し行いました。その場で教えを聞いた中に、禁止令を出した本
人の子どもがいて「お父さん、あの教えは本物だよ」と伝えたため
に禁止令が取り消されました。どんなに不可能な状況でも覆えられ
奇跡が起こるのです。そしてミッションスクールの関西学院大学創
設という大きな実を結ぶことができたのです。宣教師があきらめて
いたらどうなっていたでしょうか？あなたは家で礼拝する時間と考
える時間はどちらが多いですか？悩み考える時間はムダです。聖書
は「主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさめ」と、うま
くいく単純な方法を教えています。うまく行った人と失敗した人の
生き様が書かれてある聖書を読んで、あなたはどちらの人の生き方
を選ぶでしょうか。口ずさんでみことばを理解し覚えていれば、目
の前に何かが起きたときに、神様に頼みやすくなります。また、礼
拝は会話です。落ち込んだとき、賛美して神様の声を聴くことです。
礼拝を形だけにせず、礼拝の時間を尊んでください。礼拝の時間は、
自分の心を置いて、神様の前に出て神様の声を素直に聞いてくださ
い。礼拝メッセージを聴く時間は、メッセージと自分が納得する部
分があるかとを比べる時間にしないでください。御言葉の種をあな
たの中心に蒔かれることを、ただ真っ直ぐに受け取ってください。

　　　「霊が戻る！！復活！！」
　　　自我に死に生き返る！！
　イエスは、医学的には死んでいる状態の会堂管理者の娘の手を取
り「タリタ、クミ」（少女よ、立ちて歩め）と言われました。長血
の女は「あなたの信仰があなたを癒した」と言われました。神様の
やり方は、信仰によって癒された彼女の姿を見た周りの人たちに狭
い門を提示しつつ、彼女がいちばん辛かった自信を失くしてたこと
に対して自信を取り戻させたのです。イエスの言葉は、ルールによ
るものではなく、その人にぴったりな言葉を語られます。牧師が言っ
た言葉はやっぱり完璧にはできないので、聖書では、イエスの御前
に出ることで狭い門を提示しました。礼拝は、神様とあなたとの 1
対１の時間です。周りの人や牧師のことなどを気にしないでくださ
い。神様に心を向けてください。礼拝に備えてイライラせず余裕を
もって、良い状態で神様の前に出てきてください。良い状態で礼拝
すると心が良くなり、一週間の歩みが今までと断然変わります。今
日は洗礼式です。洗礼は、古い自分を水にすべて流して起き上がる
ときに復活が起こるのです。少女のように「タリタ、クミ」（少女よ、
立ちて歩め）と言われるのです。立ちて歩む瞬間に古い自分に死ん
で神と共に生きるということを、神と人の前に誓約する式です。天
国では喜びの大宴会が開かれます。周りの人も洗礼者の復活する輝
く姿を見て、自分の洗礼をもう一度思い起こし死んでた霊が生き返
るのです。礼拝も、自分に死ぬという決意をもって臨んでください。
わたしたちの心には少数派、ひとりを恐れる心があります。しかし
礼拝はひとりでする時間です。神によって素晴らしく造られた私た
ちに罪が入り不完全になりました。完全であろうとするのをやめた
ときからズレていきました。しかし、完全なイエスが十字架に架か
り完全であるように命懸けで示してくださいました。完全であると
は、自分が愛されていることを知り、隣人も愛されていることを知
ることです。神様の愛に包まれ、神のひと言の言葉により生かされ
ていきます。その小さな言葉はパン種のようにからし種からとても
大きくなって成長していきます。日曜礼拝日は神様が最初に定めた
安息の日です。日曜礼拝も日々の礼拝も尊んでください。あなたの
人生が必ず意味のあるものに変わります。死ぬまでの時間は人それ
ぞれですが、あなたは礼拝を大事にして生きるほうを選びますか。
「あなたが信じるなら神の栄光を見ると言ったではないか」

「人生が変わる礼拝」
～狭い門からより頼む人生！！～　　　ルカ１３：２２～２７ 　マタ７：１３～１４
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ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：3033 ~

池田優香

佐々木結心朗

甲藤裕子

西嵜孝之

山本光江

藤原柑奈

212120201818 19191717161615

スモールファミリー

聖書の学び

特別礼拝
滝元　開師


