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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
（3月 4 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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　先日、ふるさと創生プロジェクトのミーティングが開
かれ、怒涛のスケジュールが発表されました。一週間で
終わる（…であろう）一年を思い、この一年も主が導い
てくださるように、関わる一人ひとりが心と思いを一つ
にして進めますように。と祈るとき、以下の箇所が示さ
れました。

『さて、彼らが旅を続けているうちに、イエスがある村
に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
彼女にマリヤという妹がいたが、主の足もとにすわって、
みことばに聞き入っていた。 ー中略ー
主は答えて言われた。「マルタ、マルタ。あなたは、い
ろいろなことを心配して、気を使っています。しかし、
どうしても必要なことはわすがです。いや、一つだけで
す。マリヤはその良いほうを選んだのです。彼女からそ
れを取り上げてはいけません。」』ルカの福音書
10:38-42

　ここを読んだとき、私はハッとしました。それは、私
にとって必要なことだと感じたからです。いろいろなこ
とに気を巡らす前に、主の働きに注力するよりも先ず、
私の声を聞きなさい。必要なことは一つだけ。そうだ、
私はどんなときも、この「良いほうを選ぶ」ことをした
い。この一年がどんなときになろうとも、いつも御言葉
に耳を向け、愛と希望と信仰の帯で主と結ばれていたい
と願います。
　誰も想像したことのないような一年がやってきます！
主がもたらしてくださる出会いとチャレンジに感謝し
て、ハレルヤ！
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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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スモールファミリー

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

キッズブラウン体験会
１０時～、１５時～
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　今週でイザヤ書の通読が終わります。このイザ
ヤ書を読み進めた時、『聖書の脈』を通して学んだ
ことが生きていると実感しました。時代背景、歴
史の流れをつかんで読むとより深い神の愛を感じ
ることができました。聖書の脈で学んだことを元
にまとめてみます。イザヤ書は 66章あり、聖書の
縮小版とよばれ、1～ 39章 =旧約 39巻を意味し、
審判について書かれています。また後半 40～ 66
章 =新約 27巻を意味し、慰めと希望が中心になっ
て書かれています。イザヤ書を通して選民として
契約を結び、契約を守ることができない選民に対
しての審判が下された歴史を感じることができ、
メシヤによる救いの計画についても感じることが
できます。最後の結びの言葉である66章 24節は、
神に背を向け神を神とせず生きる者は、どんなに
栄えるように見えても、最後には神の審判を受け、
滅びに至ることを明瞭に教えています。メシヤを
約束された主権者なる神の新しい創造による終末
の栄光を待ち望みつつ、希望をもって日々生きる
ことが求められています。最後の最後まで私たち
に回復と希望を与えるために書かれました。また
イ私たちは神様の大きな計画の中に歩んでいるこ
とを感じながら読み進めていきましょう。
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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。
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　教会に来ると聖歌や賛美歌やゴスペルを聴きます。何
となくいいなと感じます。何故かと言うと、実は聖歌や
賛美歌という音楽は日本人の心のベースになっているか
らなのです。昔は笙とか笛という音楽でしたが、明治時
代から西洋音楽入ってきて文部省の唱歌が生まれまし
た。しかし、唱歌を作れる人がいなかったので明治政府
は教会に頼んで作っていました。馴染みのある「ふるさ
と」「春の小川」などを作った岡野貞一や「荒城の月」
の滝廉太郎、「赤とんぼ」の山田耕作、三木露風なども
熱心なクリスチャンで、そんな人たちが作ったのが唱歌
なのです。ですから日本人の精神的な構造は賛美歌に
あったのです。

聖書には沢山の話が書いてありますが、今日はヨハネ８
章の有名な姦淫の女のお話です。ある時、イエス様が神
殿の前でメッセージをしていると大群衆が押し寄せてき
ました。普段からキリストの名声を妬んでいたパリサイ
人や律法学者たちが大勢いて、一人の女を荒々しくイエ
ス様の前に引っ張ってきて言いました。「この女は姦淫
の現場でつかまえられたのです。モーセは律法の中で、
こういう女を石打ちにするように命じています。ところ
であなたは何と言われますか。」石打ちの刑とは、大勢
の人が大きな石を持って滅多打ちにしてしまう残酷な死
刑です。イエス様はその時何も答えず指で地面に何かを
書いていました。「そんな事をしてはいけない」と言え
ば法律違反になり罰せられてしまいますし、石打ちを赦
せば「イエス・キリストの隣人を愛せと言うのは口先だ
けだ」と言われてしまいます。どっちにも答えられない
ような罠だったです。イエス様は身を起こして言われま
した。「あなたがたのうちで罪のない者が、最初に彼女
に石を投げなさい。」すると一人去り、二人去り、まる
で氷が溶けるようにイエス様と女以外、誰もいなくなっ
たのです。イエス様は彼女に言いました。「あなたを罪
に定める者はなかったのですか。」彼女は言いました。「だ
れもいません。」するとイエス様は言いました。「わたし
もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して
罪を犯してはなりません。」「わたしは、世の光です。わ
たしに従う者は、決してやみの中を歩むことがなく、い
のちの光を持つのです。」
昔、小林秀雄をいう文芸評論家がいました。彼が聖書を
読み驚き、「聖書というのは問題の人間を扱っているの
ではなく、人間の問題を扱っている本だ」と論評したそ
うです。この姦淫の女の話も、パリサイ人たちは「問題
の女」としましたが、イエス様は「そうではなく罪とい
うのは人間の問題です」と答えたのです。自分を振り返っ
た時に、石を投げられない･･･と去っていったのです。
この女は３つの問題を持っていましたが、そこから解放
されたのです。

　
　だから不倫という罪を犯してしまった、喜びがなかっ
た、寂しかった･･･人生の目的が分からないというのは
とても辛いものです。ある時、友人の牧師が集会に行き
ました。すると一番後ろのベンチに身なりの綺麗な奥さ
んが座って、暗い顔で下を向いて話を聞いていたそうで
す。牧師は気になって集会後声をかけると、相談がある
というので後日、家に行き
話を聞くことになりました。行くと御殿のような家でし
た。思わず牧師が「天国のような住まいですね。」と言うと、
奥さんが言いました。「先生違うんです、うちは地獄です。
私の主人は日本全国でも指折りの材木屋の社長です。け

れど主人は女の人が沢山いて帰ってきたことがなく、も
う何年も家族そろって食事をしなことがないのです。地
獄のような冷え切った家庭です。」お金があること、名
声があること、それは幸せではないのです。例え有名で
あっても名前を失った時というのは断崖絶壁から突き落
とされるような苦しみがあるそうです。だから薬をやら
ないと人生やっていけなくなる人も多くいるのです。虚
しかった姦淫の女はキリストに出逢った時に初めて人生
が変わったのです。

　私たちの心臓は動いていますがいつ止まるかは分かり
ません。何の保証もないのです。人間はいつまでも生き
られません。生まれた順番は関係なく、死ぬ時はバラバ
ラです。そして100％間違いなく人間は死ぬのです。明日、
明後日があると思ってしまいますが、ある日人生がピ
タッと止まる時がやってくるのです。私たちは死を考え
た時なかなか勝利できません。ノーベル賞を貰った大江
健三郎は「自分はクリスチャンではないけれど、人類の
歴史の中でたった一人死んで甦った方がいる、それはイ
エス・キリストです。その事を何よりも人生の中で大切
にしています。」と言っています。死んで甦った方はたっ
た一人しかいないのです。キリストは死に対して勝利を
とってくださったのです。キリストは私たちを新しい人
生へと導いてくれるのです。

　罪というのは恐ろしいものです。「あいつが悪いと指
を指す残り３本の指は自分を指している」と言うように、
罪は人のことはよく分かりますが自分のことは分からな
いものです。私たちは色んな罪を犯します。罪は法律的
な罪、道徳的な罪、聖書でいう罪があります。あの事だ
けは忘れることが出来ない、誰にも知られたくない、親
しい人にも言えない･･･過去を振り返ったらそんな罪が
あると思います。罪を犯す時、「やめなさい」という声
が聞こえたような気がしても「みんなやっているからい
いじゃないか、明日から止めればいい。」人間はそう言
いながら人生が終わってしまうのです。人生清く生きた
人とそうでない人と同じところに行くでしょうか。聖書
は言っています。「神は侮られるような方ではありませ
ん。人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになりま
す。（ガラテヤ 6:7）一度しかない人生です。罪に満ちた
人生ではなく、光の中を歩むことが出来ると聖書は書い
ています。罪の中にいた姦淫の女は、「わたしは世の光
です。」と言われるイエス・キリストを信じた時、罪か
らも死からも悩みからも解放されたのです。

イエス・キリストが十字架でなされた奇跡の御業は、私
たちの過去の人生の全てを消し去りあなたの人生を作り
変えてくださる新しい計画です。イエス・キリストは荒
野に道を設け、荒地に川を生み出そうとしています。今
がその時です。主が今と言われる時に心を頑なにしてと
はならないと言われています。新しいスタート、そこに
は不安や葛藤があります。しかし、主はあなたと共にい
ると言われました。その為に命をかけてあなたの全ての
重荷を背負って行かれました。イエス様が流されたその
犠牲を受け取り、全ての過去の罪を降ろしてイエス様と
共に進んでいきましょう。

「すべてからの解放」
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① 虚しかった

ヨハネ８：１２

　②いつ死ぬかも分からない状況だった

③罪の結果


