
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
（1月 21 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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　少々熱が出ても動悸が打っても、教会の家族に会うと元気がもらえ、
１週間を笑顔で過すことができます。時々今日は休みたいな～と思う
ことも正直ありますが、みんなの姿を思うと休みたいという気持ちも
吹っ飛んでいきます。年末年始も教会に行ってみんなと過ごすことが
でき、本当に感謝でした。
　でもそんな私に、ある出来事が起こりました。このことでみんなの
手を煩わせるのではと思い、この前の日曜日はとうとう教会に行くこ
とができませんでした。事の始まりは昨年の 12月 22 日、右目が急に
物が二重に見えるようになったのです。「これはおかしい」と思い、次
の日すぐ受診しました。その時は特に異常はないと言われましたが、
大きい病院でも見てもらったほうがいいと言われ、後日受診し、先日
検査も済ませました。医師からは、この症状は糖尿病からくるものと
言われました。でも、今の今まで症状が抑えられていたのは自分で管
理ができていたからとも言われ、私が今まで気を付けてきたことが認
めらたように感じました。なにより、今の今までこの身体が神様によっ
て守られていたことを改めて感じることができ、ありがたかったです。
とはいえ、辛いこともあります。それは今まで近所の人をいろんなと
ころに連れて行ってあげていたのに、それができなくなったからです。
「1日 1回は良いことをしたい・・・」そんな思いで日々を過ごしてき
たので、これからどうしようかと悩みました。
　でも、祈るなかで私は安全のために運転することをそろそろ止める
ように神様が伝えてくれているように思えてきて、少し気持ちが楽に
なりました。それだけでなく、私がなにかできるから素晴らしいので
はなく、私の存在自体が素晴らしいのだということを神様が改めて教
えてくれていることに気付かされました。
　『神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のた
めには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私た
ちは知っています。（ロマ 8：28）』
　今、置かれている状況を素直に受け止って、私がすべきことをこれ
からも神様に祈っていきたいと思います。皆さんも一緒に祈っていた
だけたら幸いです。この 1年もよろしくお願いします。
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（１月７日）
（要約者：小根久保　麻由美）

誕生者のお祝い

まとめ

私たちは目線を変えることです。今を見てないでしょうか。
什一献金を捧げて下さい。神様は保証します。あなたの心が
変わり、あなたの人生が変わり、あなたが祝福されます。私
達に犠牲の種蒔きが必要です。頑なな心を取り去り勇敢でな
ければいけません。その勇敢を取り去るのは現実という言葉
です。この現実を神の将来と希望によって作り変えていくの
です。神様はこの現実の世界に大いなる奇跡をもたらします。
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聖書の脈
福澤師

　イザヤ 24章～ 27章には一般的な審判と約束と
して４つの説教が書かれています。それぞれの章
ごとに分けることができます。第 1の説教は 24章
です。「見よ」と注目を引く言葉で始まっていて、
神の審判が預言として告げられていきます。厳し
いメッセージの最後に神は極めて厳しく世界をさ
ばかれるが、しかし，神はこの世界が滅びること
を願ってはおられないということを伝えているの
が第一の説教になります。第 2の説教は 3つに分
けられます。1～ 5節が誠実あふれる神の恵みに
対する感謝の歌、6～ 8節が死の恐怖より世界を
贖い解放される神のご計画の勝利を祝う祭典の告
知、9～ 12節がモアブによって代表される敵対す
る者たちから神により救い出された民の喜びにつ
いて書かれています。第 3の説教は神が敵対する
者たちをさばかれる終末の日についての説教に
なっています。第 4の説教は神の民に約束されて
いる回復の希望が内容となっています。このよう
に最後には神の民への希望のメッセージとなって
います。ヘブル 12：6「主はその愛する者を懲ら
しめ、受け入れるすべての子に、むちを加えられ
るからである。」
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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。

　　　芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

持ち寄り　

　　みんなで　
　

聖書にはいくつも「恐れるな」という言葉がでてきます。
その恐れるなという言葉を現実的にどう現わせばいいで
しょうか。「恐れない」という生き方はどうやったらいいの
でしょうか。「恐れない」の反対は何でしょうか。＊しかし
神の人よ。信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信
仰の戦いを勇敢に戦い永遠のいのちを獲得しなさい。あな
たはこのために召され、また多くの証人たちの前でりっぱ
な告白をしました。（Ⅰテモテ６：１１～１２）聖書には「勇
敢であれ」といろいろなところに書いてあります。あなた
は何のために召されたのですか。と聞かれています。「勇敢
に戦いぬく」とかいてあります。＊私がこれらのことをあな
たがたに話したのはあなたがわたしにあって平安を持つた
めです。あなたがたは世にあっては患難があります。しか
し勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。（ヨ
ハネ１６：３３）患難に合うことが大前提で私たちはクリ
スチャン生活を歩んでいきます。その人生の中で大事なこ
とが勇敢であれとかいてあります。私たちのクリスチャン
人生がもし祝福を失っているのであればこの事なのです。
クリスチャンが祝福を得られてないのにはいくつか理由が
あります。イエス様が一緒にいるにもかかわらず何らかの
問題が起きているならばあなたの中にある「恐れ」なのです。
あなたが何かを踏み出そうとするときに恐れが生じます。
最近若い世代では「恐れ」より「怠惰」があります。何か
を恐れる行動からそれすらも諦めてしまって怠惰となりま
す。恐れがあるのなら自分を保とうとしている証拠です。
もしあなたの人生で恐れがあるのだったら、この一年間も
変化のない一年になってしまうでしょう。私達は絶えず進
む中で平安を得なければならないのです。これがクリスチャ
ンのメッセージです。ホメオスタシスとは、恒常性（何か
を保とうとする）という言葉。あなたが新しいところに進
んでも、あなたがあなたでいられるために、この恒常性が
あるのです。大切なのは私達が自らの中にこの恒常性を保
つという事なのです。本来の恒常性を保って、あなたが変
われなくなっているあなたをとらなければならないのです。
今、私たちが熱心に本気でやっていることは去年のあなた
を保つことです。今年は変わると思い勇敢に生きるのです。

　　　１．頑なと勇敢はちがう　
　　　　　神の国に近づく
　
相手がどういう出方をしても素直で正しい出方をする。こ
れがクリスチャンの祝福の秘訣なのです。相手がどう出て
も自分の生き方を貫く事が勇敢であるという事なのです。
なぜかというと相手の状況がどうであれ私は神様と共に生
きるという強い信念は結果、実を結ぶからです。勇敢とい
うのは先が見えないとできないのです。私たちの戦いは勝
てるからするのです。聖書は勝てる戦いをあなたに用意し
てくれているのです。勝利するのを自らあきらめてしまう
のです。不安や心配はいらないのです。＊そこでイエスはこ
う言われた。「神の国は何に似ているでしょう。何に比べた
らよいでしょう。それはからし種のようなものです。それ
をとって庭に蒔いたところ成長して木になり空の鳥が枝に
巣をつくりました。また言われた。「神の国は何に比べましょ
う。パン種のようなものです。女がパン種を取って三サト
ンの粉に混ぜたところ全体がふくれました。」( ルカ１３：
１８～２０) このからし種とパン種に共通しているところが
あるのです。どちらも自分で何もやっていないのです。種
を蒔いたら大きくなる。菌を入れたら膨らんだのです。み
んな地のエネルギーと微生物を使って膨らんだのです。自
分では何もしていないのです。神の国とはどんなものかと
いったらその種はその地に適応しようとしたこと、パン種
もその中で自分の状況を保ったという事なのです。ホモイ
オスとは同様な類似の似ている同じホモイオとは、比べる
スタシスとは存立　存続　これでホメオスタシスとなるの
です。恒常性というのは聖書なのです。そのあり方とは何
なのかといったら神の国なのです。みなさんが神の国の存
在であるものでありあなたがイエスキリストのような姿で
似せて作られた事を保てばあなたはそこで存在し続けるの
です。これが祝福の源であり結果あなたは神の国と近づく

のです。なので「恐れるな」「勇敢であれ」と伝えているの
です。これが人間の中心なのです。あなたの存在の姿を保
つという事が神様のあなたに対する目的であってその姿を
保つ方法は何なのかといったら勇敢なのだと書いてあるの
です。

　　　２．心の勇敢さ　聡く、素直
　皆さんがいかに聡く素直であるかという事がこの勇敢さ
を保つ秘訣なのです。勇敢な状態というのは子供が父親の
胸に飛び込んでくる姿なのです。高いところから飛ぶ姿な
のです。絶対に受け止めてくれるという信頼があるからな
のです。これが素直さなのです。私達が信じて踏み出す事
を神様は祝福するのです。そこで聡さがいるのです。鳩の
ように素直で蛇のように聡くありなさいとあります。この
聡さが神の国なのです。神の国の聡さとはその場しのぎじゃ
ないという事なのです。神様の国というのは将来と希望な
のです。壊れたものが回復する。失われていたものが見い
だされる。閉じられていたものが開く。これが神の国なの
です。人間では無理だったものが神の国では無理ではない
のです。ですから、私たちは将来を見る目線で見ていくの
です。そして聡くあるのは大丈夫かどうかをちゃんと見つ
められるのです。やっていることが正しく目的がかなって
いて、そしてその心がふさわしくて神の御国の栄光を現す
事である。このことは絶対にうまくいきます。聖書は試せ
といっているのです。

　　　３．捧げる勇敢さ
　
ここで私たちは種を蒔くという勇敢さが必要なのです。神
様はあなたの人生をかみさまのために使えるかどうかなの
です。今年もし、みなさんの人生を豊かに祝福させたいと、
そしてあなたの目的を果たして多くの人々に自らの関わる
人に幸せに歩むのだと決心するのなら私たちは勇敢にこの
３つの事をやらなければなりません。頑なであることを捨
て、そして自らが信じて、そして捧げていかなければなら
ないのです。
＊しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え伝道
者として働き自分の務めを十分に果たしなさい。（テモテⅡ
４：５）
自分の務めを十分に果たす。これを十分の一をかけて捧げ
るのです。自分の務めとしてです。
神様の為に蒔くときに必ず神様は心を変えてくれるのです。
神様の計画は心がホメオスタシスする事なのです。本当に
自分を保つ事を神様は求めています。あなたがあなたで保
たれる事を願っているから、今ある患難は私たちにとって
患難ではないのです。後に過ぎ去っていけばあなたが見る
栄光に比べればとるに足りないのです。今年こうやると決
めたことをやらなければいけません。あなた自身があなた
に戻るため今年一年命をかけてその事を成し遂げる。これ
がとても大切なのです。そうすると、必ず祝福されます。
私達は素直に神様の前に出て捧げていくのです

「勇敢に生きる」
～ホメオスタシスⅱ～   　　　　　　　　　　　　　　Ⅰテモテ６：１１～１２


