
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 28 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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　最近、いろんな面で「一人では出来ないなぁ～どうし
ようかなぁ」と思うことがありました。
　でもそんな時、神様に祈るといつも誰かが浮かんでき
て、その人たちに助けを求めると形になったり解決して
いくことを経験し感動しました。そんな時、ふと昔のこ
とを思い出しました。クリスチャンになったばかりの頃、
まだ数個の御言葉しか覚えていなかった私が（苦笑）あ
る書面に書いた御言葉です。
「ふたりはひとりよりもまさっている。ふたりが労苦す
れば、良い報いがあるからだ。
どちらかが倒れるとき、ひとりがその仲間を起こす。倒
れても起こす者のいないひとりぼっちの人はかわいそう
だ。
　また、ふたりがいっしょに寝ると暖かいが、ひとりで
は、どうして暖かくなろう。
　もしひとりなら、打ち負かされても、ふたりなら立ち
向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない。」伝道者
の書 4：9-12
　自分一人では出来ないこともあるかもしれない。でも
そんな時、神様は助け手を与えてくださり、事を成させ
てくださることを知り、本当に感謝が溢れました。この
御言葉は自分にとって大切なテーマだったのだと改めて
感じました。そうやって神様を通して誰かに助けてもら
えていることに心を留め感謝して、自分も隣人の助け手
となっていきたいと思います。
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※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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浅野主眞

（１月１４日）
（要約者：牧　三貴子）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い
まとめ

あなたの家を思う熱心がわたしを食い尽くす。多
くの場合、神のことでなく、自分のことを思う、
盾を持った偽善者です。神様を欺いてはいけませ
ん。私たちの目線の先にいつもイエス様がいらっ
しゃいますように。イエス様を心にお迎えし、再
建の決断をしていきましょう。壊れたものを直し
再建の道を教会の家族とともに歩めるよう、過去
を打ち捨てていきましょう。

あなたの家を思う熱心がわたしを食い尽くす。多
くの場合、神のことでなく、自分のことを思う、
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ん。私たちの目線の先にいつもイエス様がいらっ
しゃいますように。イエス様を心にお迎えし、再
建の決断をしていきましょう。壊れたものを直し
再建の道を教会の家族とともに歩めるよう、過去
を打ち捨てていきましょう。
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　イザヤ書 28章から 33章ではイスラエルの民の不信に対す
る災禍の宣告の５説教が書かれています。冒頭「ああ」（28：
1）という表現は、この 5つの宣告が神の審判を主内容として
いることを示しています。まず 28章の第 1の説教は、北イス
ラエルの指導者たちに対する審判としての災禍の宣告してい
ます。「災いなるかな！」という意味の〈ああ〉という嘆きで
始まり、美しい詩的表現で、さばかれなければならない歓楽
的生活に溺れている当時の指導者たちを描いています。次に
29章の第 2の説教も、同じく〈ああ〉という嘆きの言葉で始
まり、反復さえ見られています。内容的には審判のメッセー
ジであると理解できます。次に 30、31章の第 3の説教も、〈あ
あ〉という嘆きの言葉で始まり、冒頭には〈反逆の子ら〉と
の呼びかけています。それ故、これも審判のメッセージです。
それは、最終的な信頼を主権者である神以外のものに置くよ
うな神の民に対する審判の預言であり、警告のメッセージで
す。次に 32章の第 4の説教は、メシヤ預言であり、希望のメッ
セージです。神は厳しく神に反逆する者をさばかれ、ある場
合には滅ぼされますが神は「残りの者」を残し、救いの恵み
の希望を与えて下さいます。神を神としなかった反逆の罪を
悔いて神に帰り、メシヤによって備えられた永遠の生命にあ
ずかる輝かしい救いの道へ入ってほしいと預言しておられる
のです。　最後の説教 33章の第 5の説教の中心テーマは、イ
スラエルの民に対する審判としての災禍の後にもたらされる
回復の預言です。神の審判を厳粛に受け止めつつ、神への信
頼という信仰の本質に基礎付けられた希望です。この第 5の
説教は、5つの説教の終りとして神の愛と義が記されています。
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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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　ホメオスタシスは恒常性、保つという意味を
持ちます。その恒常性が成されるために大切な
ことは、変わるべきものが壊れ新しく生まれ変
わり、保つべきものをいかに保つかが大切なの
です。イエス様は、過ぎ越しの祭りの中でたく
さんのいけにえを捧げるために不正な商売をし
ていたことに対して憤られました。商売自体が
悪いといっているのではなく、目的を誤ってい
たことに対してイエス様は怒ったのです。そし
て、「この神殿を壊してみなさい。わたしは三日
でそれを建てよう」（ヨハネ２：１９）と言われ
ました。私たちには、真理を押し曲げてでも自
分の思いを押し通したいという弱さがあります。
イエス様がされたように、変わるべきものを新
しく変えていくためには、壊す必要があるので
す。
　
　　　クラッシュ＆ビルドの恒常性！！
　その一つの例として、体格を形成する骨があ
ります。骨は、組み合わさって骨格であり、そ
の髄では血液を作り全身に送り出すという大き
な仕事をしています。その骨自体を形成してい
るのが、骨芽細胞という骨形成をする細胞（オ
ステオカルチン）と、破骨細胞という骨吸収（壊
す）をする細胞のよって再構築を繰り返して、
常に新しく生まれ変わっています。その２つの
異なる細胞のバランスによって、骨の量は常に
保たれています。そして生まれ変わることによっ
て、老朽化を防ぎ、しなやかな強さを常に維持
しているのです。骨の細胞は日常の中で、人が
歩いたり走ったりする身体の振動によって、そ
の振動から神経伝達（サイトカイン＝骨芽細胞
への指令）を受け、絶えず新しくなり続けてい
ます。それが骨の恒常性なのです。その神様の
作られた完全な法則は、私たちの身体にもこう
して存在しています。それは骨のみならず、私
たちの肉体が強くあるために神様によって定め
られているように、精神も価値観もその人生も
また同じように、変えるべきを変えるために壊
され、新しくされていくことが大切なのです。
　　　１．あなたはあなたを壊せるか？
　　　　　何を思うのか？
　
「あなたの家を思う熱心がわたしを食い尽くす。」
ヨハネ２：１７
私たちは、知識に基づく経験に自信をもってい
るうちは、指摘に対して腹を立ててしまいます。
否定されたように感じて腹が立つのです。プラ
イドが傷つけられたように思えるからです。し
かし、その怒りが自分のためであると、結果何
も良いものが残りません。だからこそ、それが
神様のものであるか、見極めることが必要です。
そのポイントは、腹が立つのか、憤りが生じるか、
それは自分のためなのか、相手のためなのかで
す。神様の思いであるならば聖なる憤りですか
ら、怒りにはならないからです。自分のための

怒りに打ち勝ってこそ本当の自信喪失となり、
神様の思いに立つことができるようになるので
す。

　　　２．プライドと自信の結合

　プライドと自信は、ガン細胞のようにあなた
をむしばみます。その結合は、教会と家庭の間
で二面性をもってしまいます。経験による自信
は必ず壊れます。神様は、私たちの経験による
プライドと自信の結合を、自信喪失させ、弱さ
を通して神様を誇る姿へと導きたいのです。壊
され新しくされたものはさらに強くなれるから
です。責任はすべて神様が負ってくださり、常
に私たちの後ろ盾でいてくださっています。そ
の自信の中で神様とともにいれば、自分のため
に怒らずに、相手のために憤り神様と共に歩む
ことができるのです。イエス様が十字架で完全
に壊されたことによって、すべてが新しくされ
たという恵みがすべての真実です。
時には傷つくこともあるかもしれません。しか
し、それぞれが諦めずに信じようと願い続ける
教会の中でこそ、自分の変わるべき部分が壊さ
れます。そこに働かれる神の恵みを信じ、あり
のままの姿で完全なる再建を望みましょう。プ
ライドを捨て去り仕えるものと低くなった状態
になると、神様によって高くされ周りがしっか
り見えるようになるのです。それはあなたが本
当の収穫を手にするために必要な破壊と再建な
のです。

　　　３．知識と頑な　芯があるのか？
　
　神様に知恵を求めましょう。私たちは自分の
知識と頑なで立っています。決断して、頑なを
捨て、主の前にありのままの姿になって素直に
知恵を求めるのです。着飾らず、教会と家での
姿が同じように過ごせる人には、妨害はやって
きません。主にあって誇れるものになるために、
二心を壊しましょう。「あなた方は神の神殿であ
り、神の御霊があなた方に宿っておられること
を知らないのですか。もし、誰かが神の神殿を
こわすなら、神がその人を滅ぼされます。神の
神殿は聖なるものだからです。あなた方がその
神殿です。」（Ⅰコリント３：１６～１７）世の
終わりまで共にいてくださり、３日で神殿を建
て直すことの出来る神様に信頼しましょう。

「神殿の破壊と再建」
～ホメオスタシスⅢ　クラッシュ＆ビルド～　　　　　　ヨハネ２：１３～２２
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