
イースター・特別礼拝イースター・特別礼拝
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
（４月１５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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３月 15日は卒業式でした。２年間も担任した子どもたちが学
び舎を巣立っていきました。思えば、本当に色々なことがあり
ました。６年生の担任として、彼らをどう教え導くべきか、何
をつたえるべきか、考えあぐねる日々でした。
  そんな時、ゲストティーチャーとして、牧先生とワトトがき
てくれることになりました。総合的な学習の時間『マイドリー
ム』の一環で、コンセプトは将来の夢について考えるというも
のでした。彼らは牧先生の授業に引き込まれ、涙し、またワト
トから元気をもらって、夢について真剣に考えるようになりま
した。そして、その２週間後にある６年生を送る会の出し物で、
ワトトの曲で創作ダンスをしたいと言い出し、休み時間になる
とすぐ曲をかけて振り付けを考えては踊り…。そんな日が続き、
ある朝「先生、できたよ！見に来て！」と満面の笑みで子ども
たちに呼ばれました。神様のことを知らないはずの子どもたち
が、冒頭右手を上げて「ジーザス」と歌い、笑顔で踊る姿を見
て、感謝の気持ちでいっぱいになりました。卒業式の日、ある
子が「あの時牧先生に言われたように、簡単な方と難しい方と
２つの道があったら、僕は難しい方を選んで生きていく。そし
て夢を叶える」と言ってくれて、涙が止まりませんでした。   
    彼らを送り出してほっとしたのも束の間、今年度は私にとっ
て初の１年生担任を言い渡されました。高学年専門のように
なっていた私にとっては、『青天の霹靂』。でも私も彼らに負け
ずに、新たなことに挑戦して頑張ろうと思えました。
   明日から新学期。今年度の私のテーマは、『置かれた場所で
咲く』。
    神様から遣わされたと思い、また新たな１年間頑張ります。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感
謝しなさい。これこそ、キリスト・イエスにおいて、神があな
たがたに望んでおられることです。
～テサロニケの信徒への手紙一 5 章 16 ～ 18 節
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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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（ ２０１８年４月１日 ）

（要約者：平澤　一浩）

スモールファミリー

聖書の学び

誕生者のお祝い

天野師
特別祈祷会

リバゴス　エブリ出演
１３時～、１５時～聖書の脈　福澤師

　今週の通読箇所は 37-43 章になります。37章～
39章まではエホヤキム，ゼデキヤ時代の出来事が
書かれています。37章はゼデキヤ王との会談、38
章はゼデキヤ王とエレミヤについて、39章はエル
サレム陥落にまつわる出来事が書かれています。
エレミヤは王や首長たちに歓迎されない主からの
ことばを語ったために、様々の迫害を受けました。
エホヤキムに預言の巻き物を焼かれ、長い間牢屋
に入れられ、監視の庭の穴の泥の中に沈んだこと
が 36章～ 38章に書かれています。そして 40章
からはエルサレム陥落後のエレミヤについてが書
かれています。バビロン軍によってエルサレムが
破壊された時、行動の自由が与えられ、ゲダルヤ
のところへ行って住んでいることや、その後エジ
プトへ連れて行かれ、しばらくその地で活動を続
けていることが書かれています。置かれた場所に
おいて主の言葉を伝え続けている姿、使命を全う
する姿に心を向けながら読み進めていきましょう。
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岩崎祥誉

牧　唯恵　伝道師
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　３日　金森将雄
　　　　永井匡史
　４日　牧　友実　
　７日　渡邉達朗
　　　　全本達正　　　

１２日　村部香代子
１３日　三村美香
１８日　名越信三
２０日　吉野夏子
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２２日　江原博子
　　　　澤口千春
２５日　岩崎雅弘
２６日　大宮東子
　　　　金光文雄

２７日　李  雋英
２９日　佐々木徹心
３０日　堀川正子

４月の誕生者
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農業体験
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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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　イエスの生涯をつづった映画などは多数出ていて、特に十字
架にまつわるシーンについて今までに１度は見たことがあるか
と思います。その映像を見てどのようなことを思い、感じたで
しょうか。今回、神の目線で見ていきたいと思います。十字架
への道は見るに耐え難いような出来事が多くあります。不当な
扱いをうけたり、鞭を打たれたり、ののしられたりしています。
そして最後まで馬鹿にされて、苦しむ姿が印象に残ります。時
の為政者たち、パリサイ人、煽動された群衆の意向が優先し、
間違った方向へと進みます。その中で一個人の正しい思いはか
き消されてしまうような状況でした。これを全能の神はどのよ
うに見ていたのでしょうか。我が子であるイエスが苦しむ姿を
見続けなければならない、神様の力をもって介入すれば、イエ
スを十字架にかけなくても良くできたのではないかと思いま
す。しかし神は忍耐しました。そして身代わりとして恩赦を受
けたのが極悪人のバラバでした。このような人の横暴、理不尽
な姿を見ても耐え忍びました。イエスキリストもご自身の立場
を捨てて、人となり、この地上を歩まれ十字架への道に進まれ
ました。これが神の計画でした。この犠牲の中に神の大きな愛
があらわされているのです。

　私たちは目の前に起こることに対して右往左往したり、感情
的になったり、相手に責任転嫁したりしてしまうことがありま
す。それは、私たち人間は物事の先まで見通し、見極めること
ができないからです。そして自分が変わる決断をするよりも、
相手を変えようとしてしまうのです。その方が簡単です。その
ような時こそ、私たちは自らを変えようとする決断をしなけれ
ばなりません。そのためには神の愛と忍耐を知る必要がありま
す。「我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか」
という言葉を子どもであるイエスから聞かなければならない父
なる神の心を感じて歩んでいきましょう。そうすれば、私たち
も耐え忍ぶことができるようになってくると思います。

　では私たちはなぜ、周りの人を見て腹が立ってしまうのか。
これは１つの例えです。美術館には本物、傑作、完成品が展示
されています。だからこそ、多くの人が見にいったり、魅せら
れたりしています。ではアトリエとはどのようなところでしょ
うか。そこは製作途中の作品がおかれているところです。これ
から完成を目指している段階とも言えます。私たちは周りの人
を見るときには美術館のように、完成されたものとして見てい
ないでしょうか。しかし私も含めて、私たちはまだまだ未完成
であり、不完全であり、イエスの御丈に成長する途中です。自
分のことは棚において、周りを見る目だけが厳しくなっていく
と争いが起こり、仲たがいしてしまうのです。私たちの地上に
おける生涯はアトリエにいるようなものです。誰もが神によっ
て形、作られた姿へと変わる途中です

　神様が、私たち人間が変わる方法として用意してくださった
のが、教会であり、神の家族であり、人間関係なのです。時間
はかかるかもしれませんが、人と人との交流の中で、お互いに
磨かれ合うのです。一人が一人と真剣に向き合っていくのです。
その中で私たちは少しずつ、変えられていきます。私たちが周
りと向き合っていく中には寛容と忍耐が必要です。それは私た
ちがクリスチャン、すなわちキリストに倣う者になるにはこの
２つが必要とも言えます。寛容とは「相手の言動を受け入れる、
相手と向き合おうする心、真剣に相手と関わろうとする決断」
を意味しています。ですかあら私たちが寛容であるためには心

が騒がず、平安でなければなりません。そして寛容とは弱い火
で沸かす意味があります。私たちの心が感情的になり熱くた
ぎってしまったら、周りに伝わる思いは正しく伝わりません。
むしろ悪いものが伝わるのではないかと思います。この弱い火
で徐々に沸かしていくことは、受け入れつつ、正しながら、向
き合っていくことです。これが私たちの愛の表れです。『愛は
寛容であり（Ⅰコリ１３：４）』と語っているのです。

　私たちは共に作り上げるのです。自分だけ、相手だけが良く
なるという方法ではありません。神様はそのどちらも良くなる
こと願っています。１つの物事を通して、関わるすべての人が
良くならないといけないのです。『あなたがたのうちに良い働
きを始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでにそれ
を完成させてくださることを私は堅く信じているのです。
（ピリピ１：６）』私たちは神様の定めた日に完成するのです。
その間は互いに再建をし、できるだけ神様の造られた姿に近づ
きたいのです。ですから私たちはこの地上でどのような生き様
を残せるでしょうか。ホスピスで多くの方々を見てこられた先
生は、人生の最後の 1ヶ月をどのように過ごしているのか、そ
の人の人生が集約されているとも言っています。
イエスの最後の姿はまさに神に従い通した歩みであり、神も忍
耐し、救いの道を完成させていきました。この姿と通して後の
世代である私たちがどのように生きて、どのように歩んでほし
いかが理解することができます。

　では私たちはどのように周りの人を再建させていけるでしょ
うか。これができないと再建することはできません。それは周
りの人がなぜそのようになってしまったのかを理解できないこ
とです。その人の過去を振り返ってみて、その人の “今の行動、
価値観、常識” などを作ってしまった出来事、決断を理解しな
ければなりません。傷ついた、裏切られてた、恥をかいた、な
どがたくさんあるのです。それが私たち自分には理解できない
ことがたくさん含まれています。自分と比べてしまえば、あり
えないこと、理解しがたいことです。しかし『なぜ』そのよう
になってしまったのか状況、背景が必ず存在するのです。誰で
も愛したいのに愛せない、徳を高め合いたいのにできない、支
え合いたいのに頼れないなどと思っていることと反対のことを
していることもあります。私たちは周りの人ができなくなって
しまったことを理解をしなければなりません。イエス様はご自
身を捨てて、人となって生まれてくることによって、人として
の苦しみ、差別、迫害などに合いました。それは私たちを理解
するためでした。同じようにイエスは十字架にまつわるあらゆ
る人物の心の動き、立場上の決断、行動を理解できました。理
解することができたから、忍耐しました。理解できなかったら、
忍耐はできません。これこそ “アンダースタンド” 私たちの下
に立ち、理解して行動しました。この生き様を見て、私たちは
周りの人を理解し、寛容と忍耐によって歩んでいかなければな
りません。イエス様の生き様をどのように感じたでしょうか。
私自身はどのように歩んでいくのか決断しましょう。寛容と忍
耐を尽くしていきましょう。

「神の寛容と忍耐！！」
～父の神の愛の忍耐！！～ 　　　　　　　　　　　　マルコ１５：２６～３４
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