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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
（１１月５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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　私が唯一、自信を持って大好き！といえる事、それは賛美すること
です。賛美をする事、それは小さな頃から私にとって神様とお話をす
るような、神様が傍に居てくださる事がわかる、幼いながらにも何故
だかわからないけれど涙が溢れ、心が温かくなり満たされる、神様が
一緒だよと言って下さっているような平安が生まれる、そんな方を褒
め称える事のできるひとときで、嬉しくて、喜びにあふれる、そのよ
うな時です。賛美がなければ私はここに居なかったかもしれません。
私は賛美を通して、受けた恵みを神様にお返ししたいと願っています。
そんな中、数ヶ月前から耳の不調があり、私は賛美をする事とてもし
んどくなりました。初めての経験でした。歌いだすと、耳の中で自分
の声だけが大きく聞こえ、私一人だけ取り残されているような、神様
とお話する事が出来なくなったようなそんな感覚でした。会衆賛美の
ときでも小さい声でボソボソっと賛美する日々が続き、なんだかとて
も悲しくて仕方ありませんでした。ある祈祷会の日、賛美のときに、
とても元気に賛美をする気持ちではありませんでした。喜んで、賛美
をお捧げしたいのに、できない自分にもどかしく、隠れたくなりました。
でも祈りました。「神様、喜んで賛美ができなくてごめんなさい。私に
はとてもできません。こんな状態です。でも…でも…ただあなたのほ
うをみます。こんな私ですけれど賛美をさせて下さい。」声にならない
小さい声で賛美をしました。もちろん手もあげることはできませんで
した。しかしそのときに、ただ二人だけ。他は関係ない、ただ二人だけ。
あなたと私だよ。そんなふうに神様が言って下さっている気がして、
心がとてもあたたかくなり、涙が溢れ、感謝が溢れました。賛美をす
るのがしんどいときがあるかもしれません、しかしどんな心状況でも
賛美の中で神様を探すなら、かならずそこに住んでおられる主を見つ
けることができます！

詩篇 22:3　けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まい
としておられます。

 詩 144～ 150　水147金149

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
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（１０月２２日）
（要約者：澤口　明子）
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誕生者のお祝い

未来をあかるくする会
セーフティーライフ聖書の脈

福澤師

今回も通読箇所の概要を説明いたします。144 篇は他の詩
篇からの引用も多いのが特徴です。12 - 15 節は「私たち」
と複数形になって付加部分であることから、後の時代の詩
篇であるといわれています。145 篇は表題の「賛美」は〈ヘ〉
テヒッラーで、この言葉の複数形テヒッリームが「詩篇」
です。145 - 150 篇の一連の賛美の冒頭の詩にふさわしく、
イスラエルの賛美から始まって、全人類が賛美に加わるよ
う呼びかけています。146 篇は、神を助け手として信頼す
る者の歌です。神の民イスラエルは、人に頼るのではなく、
主の力と守りに身をゆだねるべきです。147 篇はエルサレ
ムの復興を感謝する詩です。イスラエルに対する主の特別
な恵み、自然界における主の力、世界の統治等が織り混ざっ
ています。3 つの区分が、それぞれ賛美への招きで始まって
います。148 篇は、主の民は全被造物が共に主を賛美する
ようにと呼びかけています。主を愛し主に愛される「聖徒」
の賛美の根拠は 14 節にあります。主の民イスラエルが捕囚
から解放され、その都が回復されたことは、世界の救いの
基礎の確立であり新しい天地創造に相当しています。149
篇は勝利の喜びを歌っています。神の支配には、勝利と敵
の敗北の両面が伴います。150 篇、最後の詩篇は詩篇全体
の頌栄です。「彼（神）をほめたたえよ」（〈ヘ〉ハレルーフー）
という言葉が各節に書かれています。地上最大の合唱で神
への賛美されることによって、天と地が一つとなり終わり
をむかえています。
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　７日　近藤　楓　　　
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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。
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　私たち ZAWAMEKI の活動は今から２８年前
から始まりました。当時2歳１１ヶ月の息子が「イ
エス様を信じれば」という曲を作詞作曲したの
です。それをきっかけに、突然賛美が天から降っ
てくるということが起こるようになりました。
それとともに日本のリバイバルを求める祈りが
起こり、賛美も動きはじめ、１９９３年に全日
本リバイバル甲子園ミッションを開催し、ＺＡＷ
ＡＭＥＫＩのＣＤ化もされました。そこから現
在に至っています。賛美とは、心から神様を褒
めたたえて、崇めることです。賛美は私たちを
清めて、強めて励ます力がありますが、それだ
けではなく、賛美を通してリバイバルが大きく
前進していきます。この町が変わるために何を
するか、それは賛美をすることです。この地上
は悪魔の支配下にあります。だから、苦しみ、
悲しみ、問題があります。でも、そんな暗闇を
打ち破るために神様は賛美を下さいました。日
曜日に教会へきて礼拝し、賛美することはとて
も大切です。賛美して、暗やみを打ち破り，すっ
きりして、また、それぞれの遣わされたところ
へいき、それぞれの闇を破るために賛美する。
そう信じて賛美し続ける時、皆さんの家庭で、
地域で、岡山、そして日本が変わっていき、世
界へ、リバイバルが拡大していきます。

　　　イエス様の夢をかなえる教会
　イエス様が、地上に来られる日が非常に間近
に迫っています。その前にリバイバルを起こそ
うとなさっています。その為に皆さんを選んで
くださいました。その皆さんに与えてくだっさっ
た、神様の計画は計り知れない大きなものです。
地位、権力、お金、知識を持っていても、神様
とともに居なかったら悪魔の力を打ち破ること
は出来ません。だから、この地域の祝福を得る
ためにイエス様を信じて、賛美して、歩み続け
なければなりません。私たちはリバイバルを求
めて、ただそれだけを求めてやってきました。
その私たちにイエス様は、私の夢をかなえる教
会。私の夢をかなえてくれ。とおっしゃいました。
皆さんお一人お一人にも語ってくれています。
神様の計り知れない計画を全うするために励ん
でいきましょう。

　　　一歩一歩歩む。風に助けられて
　
　刑務所でコンサートをさせてもらった時のこ
とです。服役中の人たちみんな感動してくださ
いました。その中に一人号泣している人がいま
した。その人は出所したら、教会へ行くと言っ
ていたそうですが、教会では会えず、一年後再
び歌いに行ったとき一度出所して再び帰ってき

た彼と再会してしまいました。一度刑務所に入
と出所しても、仕事もなくまた、犯罪を犯して
すぐに刑務所に入る人は多いそうです。失敗し
て失望しての繰り返しかもしれません。また、
服役中の方は出所が決まると、とても不安定に
なるそうです。出所が決まって嬉しいいはずな
のに、不安になるのです。そのような方に対し
ても、イエス様は変わらぬ愛で、優しく手を伸
べて、一歩一歩歩めばよい。これが道だこれに
歩めと言われているのをその時感じました。な
んと素晴らしい神様の愛だと思います。リバイ
バルの道も同じです。いろいろな方法を試して
みたりしますし、本当にリバイバルは起こるの
かと思うことがあります。でも、神様は私たち
と共にいてくださいます。一歩一歩、歩めばよい。
と言われています。リバイバルを起こされると
信じて祈りつづけ、歌い続けていただきたいで
す。

　　　賛美には本当に力があります
　草加の駅前で歌った時のことです。多くの方
が感動してくださいました。駅前に天からガラ
スのエルサムが降りてきたようだった。と表現
して下さる方もいました。もっと、外に出て、
賛美して、神様のご臨在を表していきたいと思
います。路上で歌うとすごいことが起きます。
号泣する男性の方、若者、ご夫人それぞれ感動
を表してくれました。またある春の温かい日差
しが差し込むころに男性の方から川柳をいただ
きました。そこには「～春の日差しが信じぬ者
にもしかと包みて～」と書かれてました。神様
を知らない方でも賛美を聴くことで何かに包ま
れているように感じたようです。こういった出
来事を通しても賛美には力があることを感じま
す。　　　　　　　　　　　　　　
　神様は世の人々を同じように愛しておられて、
すべての方に働かれる方であると感じつつ、た
だ、時代は大変な時代になっています。壊れきっ
ている時代だからこそ変わらないイエス様。そ
の方に目を向けて歩み続けていきたいと心から
願っています。イエス様ご自身がこれが道だこ
れに歩めと語って下さる道を信じて歩んでいけ
ば、必ず神様は素晴らしいリバイバルをこの地
に表してくださると信じます。神様が与えてく
ださった賛美という剣を振りかざして、歌い続
けていきましょう。

「これが道だ、これに歩め」
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