
母　の　日　礼　拝母　の　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
（５月２０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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　私にとって母は、イエス様に次いでヒーローの一人で
す。母は、看護師をしながら三人の子供を育て、祖父母
を介護し、広い畑も管理し、天理教を深く信仰して仕え
てきた人です。どこまでも自分を無にして生きる母の姿
を、私も母のように生きたいと思いつつ、同じように生
きられない自分が嫌いでした。そして、天理教にも矛盾
を感じ、神様や宗教が大嫌いでした。そんな私が、上京
して進学した大学で、クリスチャンに出会い、教会に行
き、驚きと感動を受け、聖書を学び始めました。

<Ⅰコリント 13:4-8> 愛は寛容であり、愛は親切です。
また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりませ
ん。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒
らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜び
ます。すべてをがまんし、すべてを信じ、すべてを期待
し、すべてを耐え忍びます。愛は決して絶えることがあ
りません。

<Ⅰペテロ 5:6-7> ですから、あなたがたは、神の力強い
御手の下にへりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、
あなたがたを高くしてくださるためです。あなたがたの
思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたが
たのことを心配してくださるからです。

 これらの神様からの愛の御言葉により、私は洗礼を受
けることができました。母にこのことを話した時、母は
とても苦しい思いをしましたが、それでも私を受け入れ、
認めてくれています。母が必ず近い将来、イエス様に出
会い、パウロのように、イエスは神の子であると宣べ伝
える時が来ると信じ、祈っています。
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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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今週はエゼキエル書の時代背景をみていきたいと思います。北
王国イスラエルは、アッシリヤ軍による3年間のサマリヤ包囲
の後、前722年に攻め落されました。イスラエルの民はアッシ
リヤへ移され、北王国イスラエルの歴史は終りました。アッシ
リヤ軍は更に南王国ユダに侵攻したが、エルサレムを落すこと
は出来ませんでした。それはユダの王ヒゼキヤの信仰に対する
主の答によることでありました。しかし、ヒゼキヤに続く王マ
ナセは、このことから学ばず、王としての55年間にユダとエ
ルサレムに取り返しのつかない不信と堕落をもたらしたので
す。これに対する主のさばきは、マナセ自身の晩年の悔い改め
や、彼の孫ヨシヤの改革によっても撤回されることはありませ
んでした。その間、度重なる反乱に対する戦いと被征服民に対
する武力による圧制により、アッシリヤの農業は荒廃し、軍隊
は弱体化しました。前625年にバビロンの王座に着いたナボポ
ラッサルは、翌年アッシリヤ軍を打ち破り、前623年までには
アッシリヤからの独立を果していました。前612年にバビロニ
ヤ軍はメディヤ軍と（恐らくスキタイ軍とも）連合してアッシ
リヤの首都ニネベを攻め落しました。これに対してエジプトの
王パロ・ネコ2世は、バビロニヤに対抗するためにアッシリヤ
と同盟を結び、エジプト軍はユダを通って北上しました。これ
を阻止しようとしたヨシヤは、前609年戦死してしまいました。
ネコはエルサレムでヨシヤの後に王となったエホアハズを廃
し、エルヤキムをエホヤキムと名付けて王にした（Ⅱ列23：
34）来週に続きます。
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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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各　ﾌｧﾐﾘｰ

　 各　ﾌｧﾐﾘｰ

兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのです。
ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに
仕えなさい。

私は礼拝の他にラブソナタの働きも担当しています。どの様に
すれば日本の教会によく仕える事が出来るかが、私の一番の課
題でした。英語も日本語も出来ないので、どうやって私の心を
伝えればいいのかわからず、どうしてこのような自分がラブソ
ナタを担当するのか疑問でした。だから、まず、祈る事から始
めました。神様は私に祈るようにさせてくれ、神様の心で日本
を抱く様にさせて下さり、日本が私の家族だという思いを私に
与えてくれました。そして言葉は出来ないですが、神様の中で
一つになって礼拝するという夢を与えて下さいました。
私はオイノリ教会に来るまでは日本について考える事もなく、
日本の文化や日本人に対しての思いも愛情もありませんでし
た。ラブソナタを日本でするという宣言を聞いた時、なぜより
によって日本なのかと正直思いました。今もまだ韓国には日本
に対する傷があり、日本の国について考える事に難しさがあり
ます。だから当時の私は日本を抱くという事が理解できません
でした。しかし、これは宣言された一人の牧師先生の考えでは
なかったのです。始まってもすぐなくなって消えてしまうので
はないかと思った日本でのラブソナタの働きは、もう１０年が
経ちます。その中でラブソナタのスタッフや牧師先生の祈りや
奉仕、日本に仕える姿を通して私の心は変えられていきました。
私の中で日本に対する思いが変わった一つの事件がありまし
た。１０年前の東京大会での事です。先生は韓国が日本を赦す
ことが出来ない思いをまず赦して下さいと祈られました。神様
の愛がこの日本列島を覆う様に、韓国と日本が神様の愛で愛し
合う事が出来る様にと祈られました。私の中に電気が走った様
でした。涙が溢れて止まりませんでした。それは私自身に対す
る悔い改めの涙、日本に対する和解と赦しの涙でした。私の中
で日本に対する心が開かれていきました。ラブソナタを通して
沢山の人が信じて神様の前に立ち返る姿を見てきました。その
姿を通して、私に神様の愛を注いで、日本を愛する事が出来る
様にして下さい。神様の愛を日本に伝えるメッセンジャーとし
て用いて下さいと祈りました。神様は本当に真実な方で、その
通りにして下さっています。

一人の牧師先生のビジョンが成っていく形がこの東京大会でし
た。それは、天から降りてきた神様のメッセージだったのです。
よく、多額な財政を使って、いつまでラブソナタを日本でする
のですか？と聞かれます。でも、ラブソナタは神様が始められ
た事なので、この働きは神様が終わられる時まで、神様の計画
の中で続いて行くでしょう。その一つの印として、このビジョ
ンは次の牧師先生に受け継がれていっています。私も、以前は
賛美のリーダーとして日本に来ていましたが、あまり日本の
方々との交わりはありませんでした。だから、自分がラブソナ
タをするようになって、神様がどんな目的で私を送り、何をし
たいと思っているのか、日本と韓国の信徒が一つになり、私は
本当に日本を愛する事ができるのか、本当に緊張と期待を持っ
ています。

皆さんは、神様がこの場所に皆さんを呼ばれたと信じています
か？召しが確実であれば、皆が同じ考えを持っているはずです。
教会のビジョンと皆さんの心は一つですか。教会は一つのビ
ジョンの為に召された共同体であり、信徒は一つの家族として
召されています。神様が皆さんをこの場所に呼ばれました。そ
れを認めるならば神様は喜ばれます。でも、イエス様を通して
でなければ、私達は本当に一つになる事は難しいです。イエス
様だけが私達を一つにできる力、助けです。イエス様がいなけ
れば、不安定な一致となり、小さな問題でも倒れてしまいます。
私達はイエス様というユニフォームを着た一つのチームなので

す。一つのビジョンに向かって、進んで行く為には、互いに愛
さなければいけません。もし、この事について深く考えていな
かったなら、急いでイエス様の中に入って下さい。皆様は神様
のビジョンの為に色々な方法で召されたのです。偶然はないで
す。一つの目標に向かって進むのです。イエス様だけに目を向
けて社会に出ていき、互いを見ましょう。信仰があるないにか
かわらず、私達の中に愛がなければいつわりです。愛のない人
は神を知る事は出来ないのです。互いに愛し合いましょう。愛
のないものに神はわかりません。イエス様を信じるなら、私達
の中に愛を抱いているはずです。神様は愛に属するものだから
です。でも、私もまだ、イエス様を信じると言いながら、他の
人を愛する事が出来ているのかと恥ずかしい思いになります。
まだ、私の心の中に憎しみや、愛の心が狭い自分がいます。自
分に剣を持ってくる人や自分を憎む人、教会の中でも同じ心で
ない人を愛する事が出来ますか？自分の家族を愛する事は出来
ても、外にいる人を命がけで愛する事ができますか？出来てい
ないなら、み言葉を知識的に読んでいるだけで、まだ、神様の
愛を知らないのです。神様の愛を知ったら、行動するようにな
ります。ラブソナタは神様の愛を見せる為に実現する為にあり
ます。神様の愛を流す為に召されたのが私達なのです。この世
に向かって神様の愛を流していく美しい共同体になって下さ
い。GW にあぐりガーデンに１５００人の子供たちが来たと聞
きました。私はそこで皆さんが仕える姿を見ました。本当に素
晴らしいです。オイノリ教会もやっていかないといけないと思
いました。オイノリ教会もこの教会の愛の為に祈っています。

日本に愛を伝えた一人の牧師先生の本があります。命を懸けて
日本を愛したという本です。その１ページを開いた瞬間に涙が
溢れました。神様の心をどれほど知れば、躊躇せずにこのよう
に愛せるのかと思いました。教会が一つになって次の世代を救
わなければなりません。絶対に彼らと争ってはなりません。争
いと分裂を避け、お互いに愛し合って、励まし合って祝福しあっ
て一つになりましょう。福音で韓国と日本が一つになる事が出
来れば、アメリカとアフガニスタンも和解でき、パレスチナと
イスラエルも一つになる事が出来るでしょう。それは、非常に
重要な事です。信じる者達が一つになる事が出来れば、この世
も一つになる事が出来ます。皆さん希望を持って下さい。絶望
は一番の敵です。未来を恐れないで下さい。福音と信仰を持つ
者だけが未来の主人公です。友情で終わるのではなく、愛のツー
ルとなる為に互いに愛し合う事が必要です。
日本に対する神様の愛は終わる事がありません。神様があきら
めないので、私達もあきらめません。韓国と日本が愛によって
一つになるなら、そのハーモニーは全世界に流れていき、全て
の民が驚いて神様に立ち返る様になるでしょう。神様の奉仕者
としてお互いに仕え合う者になりましょう。

イエスが愛した様に、私達も愛し合う。その愛の中で枝となる
時、多くの実を結ぶ。人が友の為、
命を捨てる程の愛はない。共に支え合い、共に助け合う、イエ
スの愛で。共に祈り合い、共に笑い合う、イエスの愛の中。

愛する主よ。互いに愛する事ができなかった、私達を赦して下
さい。神様に対する心が本当の真心に変わるようにしてくださ
い。あなたがおられなければ私達の愛は偽りです。今日のみ言
葉の様に神様の愛の中で互いに仕え合う事が出来る様にしてく
ださい。

「召しの中で互いに愛し合いましょう」
ガラテヤ５：１３、Ⅰヨハネ４：７～８

イエスが愛した様に

互いに愛しあう事を通して一つになる。
Ⅰヨハネ４；７～８

愛を持って互いに仕え合う

神様の始められた働きの中で

韓国人である私と日本について
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