
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
（3月 18 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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　医療者としてお産や手術に忙しくも楽しく日々従事させてい
ただいています。岡山に帰ってきて３年が終わろうとしていま
すが，周産期医療の安全向上のため臨床研究・教育・行政改革
に携わってまいりました。
以前，皆さんの前で証をさせていただき，ニュースでも取りあ
げていただいた「妊婦の緊急事態における県下の搬送体制改革
にむけた新システムの構築」が，我々の業界では最も大規模な
シンポジウムに選定され，1月に学会で講演をさせていただき
ました。また先週には，本事業が岡山県の「平成 30年度地域
医療介護総合確保基金を活用する事業（医療分）」として県の
推進事業として国に要望することを決定した旨へのご報告をい
ただきました。どちらの吉報も , 通例私のような立場では採択
の選定にもならないようなことですが，選んでいただき，今後
数年間，国と県が支援する事業として進んでいく予定となりそ
うです。
私は立場上，礼拝に伺えない日も多いので，伺える日は神様が
伝えたい礼拝 ( メッセージ ) は非常に重要です。日々の取り組
みに直結するそのメッセージは，奢らず，高ぶらず，傲慢にな
らず，自分を殺し，相手をいつも敬う，いい時こそ慎重に，他
多数．また過去を活きた多くの偉人の話題も大変勉強になりま
す。ダビデをはじめ石井十次しかり，神様の愛の中で重荷を預
けながら，何とか万人が幸せになってほしいという気持ちで人
生を注いだ生きざまを示しています．その最たる方がイエス様
です。私もその一人になりたい。あなたが定めた道ならどんな
マイナスも糧になると信じます。これからの事業の進む道をお
祈りください。
「風向きを気にすれば種は蒔けない。雲行きを気にすれば刈り
入れはできない。（伝道者の書 11：4）」
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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。

通読のツボ
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佐野将暉

（３月４日）

（要約者：澤口　明子）
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　エレミヤ書に入りました。エレミヤはBC627―583年
頃にユダ及びその周辺諸国に活動をしていた預言者です。
エレミヤ書はヘブル語聖書及びギリシヤ語訳旧約聖書（70
人訳）の順番でも常にイザヤ書の後でエゼキエル書より前
に置かれている書物になります。エレミヤが活動開始した
のはユダのヨシヤ王治世 13年（BC627年）です。そして
エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキヤ王の時代
を越えて、捕囚後もしばらく期間（前 583年頃まで）活動
しています。この時代は王が数ヶ月で代わるような不安定
な時代が含まれています。またバビロンやエジプトに挟ま
れた地域として戦火が絶えない時代でした。ユダの歴史上
最も暗黒かつ悲劇的な時代と表現することもできます。エ
レミヤは人々の不義や罪を責めたという点では、聖書中の
他の預言者と変わりはありません。しかし、多くの点でエ
レミヤの活動とメッセージには特色がありました。それは
偽りの預言者と真正面から対決したこと、神殿を絶対視す
る誤った信仰を否定したこと、バビロンが勝利してユダを
捕囚にすること、個人的に神との関係を回復することこそ
民にとって最も重要であること、新しい契約は希望にあふ
れたものであること、メシヤが新しい契約を結ぶことなど
は他の預言書には書かれていないものがたくさん含まれて
いました。このような特色を踏まえて読み進めていきま
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。
※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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　春がやってきました。花粉が飛び始めています。春は嬉しい
季節でしたが、最近は子供にまで、この花粉症が見られ、悩ま
されるようになってきました。スギ花粉などのアレルギー物質、
本来人間にとって害ではないのに、害にしてしまうようになり
ました。身体が害だと思っているものに適用できなくなってい
るのです。本来私たちが戦わなければならない相手と戦わずに、
戦わなくてよいものと戦っている。これは、身体の異変だけで
はなくて、人間の生きる姿にもみられます。自分が戦ってはな
らない相手と戦って、争ってもめてしまう。戦わなくてよい相
手と戦っているので、本来戦うべき相手と戦っていないのです。
聖書には”この戦いは血肉を相手にするものではなく、主権、力、
この暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするもの
なのです。”（エペソ６：１２）とあります。しかし、争いが、
家族や、愛を育むべき教会の中に起こってしまいます。ですか
ら、もう一度、私たちが本当に目を向けなければならないもの
は何なのか考えなければなりません。
　神様は今教会に昔とは違う働きをしようとしています。それ
は、皆さん一人ひとりの喜んでいる姿が、直接、隣人に伝わっ
ていく。これが終わりの時代の神様を伝える方法です。あなた
を通して神様は何かをしようとしています。あなたから、あな
たの人生から、そして教会から喜びがなくなったらいけないの
です。その喜びの動機は何なのか。それは罪と咎をゆるされ、
神の子とされた比べるものはないくらいの喜びからなのです。
この一週間、忙しさ、問題によって心を騒がし、喜びがなくなっ
てませんでしたか。もしそこに失望があったのなら喜びの基が
違うのかもしれません。条件つき喜びなのです。～がうまくいっ
たら嬉しい。あの人がこう接してくれたら嬉しい。状況が～だっ
たら嬉しい。今喜んでいるなら、喜びが続くためには何が必要
ですか。しかし、これは、違います。喜ぶというのはどんな時
でも喜ぶということです。聖書にある、いちじくのたとえを見
てください。実のならない時期に実がなってなかったのですが、
イエス様はそのいちじくに一生、実がならないようにと言われ
ます。厳しいようですが、イエス様は喜ばないで生きる人生の
厳しさを伝えています。私たちの人生で喜びを見出す事が出来
るかできないかは、その状況ではなくその人自身です。( ヨハ
ネ４：１３～１６）イエス様は、” 私が与える水を飲む者はだ
れでも、決して渇くことがありません” と言い、（ヨハネ１５：
１１）では” 私がこれらのことをあなた方に話したのはわたし
の喜びがあなたのうちにあり、。あなたあなた方の喜びが満た
されるためです。ではこれらとは何なのでしょうか。” ヨハネ
１５：９父が私を愛されたように私もあなたを愛しました。わ
たしの愛の中にとどまりなさい。もし、あなた方が私の戒めを
守るなら、あなたがたは私の戒めを守って、私の父の愛の中に
とどまっているのと同じです。神様との愛の関係が重要なので
す。愛されていると感じる時、喜びがあります。だから、たく
さんの人から愛されたいと願います。しかし、人に求めても満
たされることはありません。失望だけです。条件付き喜びを求
めて生きてきた証拠です。互いに愛し合うことは大切です。そ
のために努力をしなければなりません。しかし、完全に満たし
あうことは出来ません。なぜなら私たちは不完全だからです。
世の中はだからあきらめろと言います。しかし、神様は、そん
な不完全な私たちにあきらめないで、信じなさいと言います。
なぜなら、その思いを成し遂げたイエス様がいるからです。私
たちが見るべきはイエス様の決して変わらない愛です。私たち
が依存すべきはキリストに依存した喜びです。このキリスト依
存の喜びがあれば問題が起こっても大丈夫です。
　世界的に有名なＵ２というロックバンドがあります。彼らの
うちのリーダーがクリスチャンです。彼らは、アフリカにボラ
ンティアにいきました。そこで、手を洗うこと、野菜を食べる
ことを教えました。しかし、1 か月の滞在の後、彼らはアフリ
カの子供たちを救ってくれない神様への不満を祈り始めたので
す。そんな時神様は「私はあなたをとおして彼らに愛を流そう
と思っている」と答えられました。そこで彼らは、自分たちが、
正義を振りかざし神をも冒涜していたことに気づかされまし
た。そして、アフリカの人々に愛をな流すために、１５兆 4千
億ドルの資金を集め、新鮮な野菜を作って食事を提供する施設
を作ろうとしているそうです。クリスチャンが怒っているうち
には何もできません。しかし、愛に代わった瞬間彼らは喜びを
持ったのです。そして、神様は大きな奇跡を起こされました。
しかし、彼らはたくさんの事に目が向いていたのを一人の人に

向けていくところから奇跡が始まったのです。一人ひとりに愛
を流すことに。一人の人に向き合うことで、変わるのです。そ
して彼らにイエス様を伝えたのは普通のクリスチャンでした。
小さなことに忠実である人は大きいことにも忠実であると書か
れています。小さいことに忠実であるためにどうすればよいか。
それは、どんな状況でも喜ぶことです。イエス様はそれを貫き
ました。十字架の上でも喜びを見出しました。クリスチャンは
どんな状況でも喜べます。イエス様が変えてくださいます。

　どんな時も喜びを見出そうとすることです。サマリヤの女は
人前に出ようとしませんでした。人と出会いたくありませんで
した。イエス様と会い、水をくみ出そうと勇敢に求めました。
しかし、根本の問題の解決はしていませんでした。だから、勇
敢にイエス様に話しました。汲みにこなくていいようにしてく
ださいと求めました。そして、イエス様は根本の問題の解決を
されました。神様はあなた一代のために家族を与えているので
はありません。あなたの根本に喜びを与えたいのです。だから、
目の前に置かれている状況が一時苦しくても、あなたが、その
根本に向き合うために神様はその苦しい状況をゆるされます。
一時苦しんでも永遠に喜んでいるほうがいいからです。なかな
か喜びを見出せないと長く苦しむことになります。だから、選
んでほしいのです。ぜひ、あなたの置かれた場所で喜びを見出
してください。（ヤコブ１：２～４）みなさんの人生で失望も
絶望もありません。神様が行うようにと言われることは無駄に
思われることが多いのです。なぜ、こんなことを、なぜこの人と、
いつまで？なぜ？と思います。しかし、神様は死に至るまで忠
実であれと言われています。喜びを見出すことはあなたのする
ことです。そこで喜びを見出せばあのサマリヤの女が変わった
ようにあなたもかわり、あなたの街が、世界がかわります。

　
　
　今インフルエンザが流行っています。私たちは体の健康に注
意が必要です。それと同時に私たちは人になにを伝染させてい
るか考えなければなりません。ウイルスは悪い影響だけではあ
りません。悪い菌は免疫が攻撃してくれます。良い菌もあるの
です。良い菌はふやしていきます。あなたは、良い菌として、
喜びを伝染させていいますか。あなたの置かれた場所で喜びの
歌が流れていますか。

　
　
　絶えず喜ぶことを決断しないと信じることができません。喜
ぶことができないと愛することができません。希望は喜びが原
動力で起こるのです。ガソリンや、酸素のようなものです。だ
から聖書の中では喜びなさい。もう一度言います喜びなさい。
絶えず喜びなさい。と言っているのです。（ゼパニヤ：１４）”
シオンの娘よ。喜び歌え。イスラエルよ。喜び叫べ。エルサレ
ムの娘よ。心の底から、喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を
取り除き、あなたの敵を追い払われた。～” 過去にあったマイ
ナスな出来事や、語られてきた現実は取り除かれたから喜びな
さいと書かれています。その取り除かれたのはイエスキリスト
です。イエス様につながったらあなたは喜んでいられるのです。
苦しいことが起きたときイエス様に聞いてください。あなたは
私を愛してますか？と。するとイエス様は「愛しているよ。」
と答えてくださいます。喜びを与えるために喜びの源につな
がってなければいけません。イエス様は喜びの泉です。渇かな
い水をいつも受け取って下さい。

「変わることのない喜びの泉」
　　　～喜びの力ですべてを成し遂げる～　　　　　　　　　　ヨハネ１５：９～１６
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①勇敢な喜び

　②伝染する喜び

　③信仰と希望と愛は喜びのうちに
　　現れる


