
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 25 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
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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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（要約者：辻　総一郎）
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ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

家族de絆
in中消防署
13時～

SCA　in
浪速区民センター聖書の脈　福澤師

今週はエレミヤ 16章～ 22章です。エレミヤ１１
章から２０章までは「悔い改めないユダの民」と
題をつけることができます。11章前半は契約と律
法を守ることについて、11章後半と 12章前半は
エレミヤ謀殺計画について、12章後半はユダとそ
れを攻める敵について、13章は堕落していく民に
ついて、14章、15章前半は国家破滅を前にした
嘆きについて、15章後半はエレミヤと神の問答に
ついて、16章は迫り来るさばきについて、17章
は様々な言葉について、18章は民の作り変えにつ
いて、19章、20章は捨てられる神の民について
書かれています。このように主題を辿っていくと
民がどのような道を通っていったのかが分かりま
す。神様は契約や律法を守るように伝えているの
ですが、耳を傾けない民によってどんどんと捕囚
という結果を刈り取っていくことになっていく様
子が想像できます。またその中でエレミヤと神の
問答が書かれているように、神と人との間に立て
られたものとしての役目を果たしている姿もわ
かってきます。私たちも先に救われたものとして
の役目を果たしていきましょう。
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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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クリスチャンにとって大事なテーマです。過去に捕えよ
うとする力が私達には働いてきます。過去を贖われたの
だから、過去に捕らわれる事なく今の現実に奇跡が起こ
るんだと信じる事が出来なければならないクリスチャン
の人生が無になるように働きかけてきます。

　
　この世の哲学は全ていつの時代も、人に向いたり、社
会に向いたり、お金に向いて、今は自分に向いています。
ポストモダンとは、自分が楽しければ良い、自分がルー
ル、自分さえ良ければ良い、人に迷惑を加えなければ、
自分が好きなようにやったって良いではないかという特
徴があります。最終的に、私達自身が幸せになるために
とる行動です。

　私達が見ようとするものは、自分自身が様々な人から
影響を受けて正しいと思っているものが沢山あります。
しかし、聖書は信仰の創始者であり完成者であるイエス
から目を離すなと言っています。あなたの前に生きてき
た多くの人たちの姿からキチッと学ばないといけないよ
と言っています。そして、聖書が伝えている事は「こう
だ！！」という主義ではなく絶えず自由です。自由とは
自分の思う通りにする事ではありません。本当の自由と
いうのは自らがそこにいる理由を探る事です。自由が主
義になった時、自分の思う通りにならないと非常に影響
を受けてしまいます。自分が考えていることが最善だと
思っているから否定されると、自分が否定されたように
思ってしまいます。しかし、これが自由の本質からズレ
ている証拠です。聖書はいつも私達がハマルティア（的
外れ）していないか探れと伝えている為、「NO!!」と言
われた時初めて「もしかしたら？」と感じられます。神
様は１（神様）対１（自分）対ひと（他人）の関係をつくり、
神様との関係を築く為に、まず隣の人との関係を保てと
言いその人から学べと言っています。そこには失敗も伴
います。私は自由なんだと思いつつ、過去に縛られて、
現実を見て、将来に希望を見出してないのだとすれば、
それは自由ではありません。
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ている証拠です。聖書はいつも私達がハマルティア（的
外れ）していないか探れと伝えている為、「NO!!」と言
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　ルカの福音書１１章３７節～４０節
イエスが話し終えられると、ひとりのパリサイ人が、食
事をいっしょにしてください、とお願いした。そこでイ

エスは家に入って、食卓に着かれた。そのパリサイ人は、
イエスが食事の前に、まずきよめの洗いをなさらないの
を見て、驚いた。 すると、主は言われた。「なるほど、あ
なたがたパリサイ人は、杯や大皿の外側はきよめるが、
その内側は、強奪と邪悪とでいっぱいです。 愚かな人た
ち。外側を造られた方は、内側も造られたのではありま
せんか
　イエスは何かを壊そうという時に、その置かれた状況
で違ったことをしてみせます。私達は外側を変えようと
しますが、聖書は内側を見ろと伝えています。私達が大
事なものを見失うと人からの評価が大事になってしま
い、どういう言葉をかけてもらうかで、状態が上がり下
がりしてしまいます。神様は正しいことをしようとする
時に、本当にその人の心に価値を見出そうとし、真価を
問われます。私達の目が私達の心に向いているかしっか
り祈らなければなりません。神様の前に罪と過去を赦さ
れた事の自由を見出さないと人からの評価で生きるよう
になってしまいます。人から批評されたり受け入れても
らえない事、うまくいかない事は屈辱ですが、屈辱を受
けるという事は、自らの肉の欲がある証拠です。自分が
生きようとすると、自分を滅ぼしてしまいます。もう一
度自分の生き方をしっかり見据え、神様の与えてくれた
人生を生きましょう。

　正しい人生には犠牲が伴います。何かを失っているよ
うに感じるかもしれません。しかし聖書は、あなたがこ
の地にあって家、兄弟、家族、家畜それを失うならこの
地にあってそれを二倍受けると約束されています。自ら
を取り戻そうとしているときに、失うことを恐れないで
ください。人がやる方法ではなく神様の方法を選ばなく
てはなりません。
第１コリント１章２１節～２５節
事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがない
のは、神の知恵によるのです。それゆえ、神はみこころ
によって、宣教のことばの愚かさを通して、信じる者を
救おうと定められたのです。ユダヤ人はしるしを要求し、
ギリシヤ人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字
架につけられたキリストを宣べ伝えるのです。ユダヤ人
にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、
しかし、ユダヤ人であってもギリシヤ人であっても、召
された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なの
です。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さ
は人よりも強いからです。
　クリスチャンがクリスチャンのように生きようとする
と愚かだと言われます。否定された時にプライドがある
と耐えられませんが、プライドが壊されると喜びにかわ
ります。愛する事、喜ぶ事、その為に屈辱をも喜んで受
け入れ自分に死ぬ決心をしましょう。
　
　
　この「もう一度」ということばは、決して揺り動かさ
れることのないものが残るために、すべての造られた、
揺り動かされるものが取り除かれることを示していま
す。揺り動かされてはいけないものが残る為、そうでな
いものが取り去られる為に今があります。本物だけが残
る為です。聖書は私達の人生を金だと訳します。私達の
金が１２金やプリントではなく、純金になるまで精錬し
続け本当の純金になった時、神の本質に帰っていきます。
是非この神のチャレンジを受け取って逃げることなく共
に進んでいきましょう。
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