
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
（６月３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

岩崎祥誉

平澤一浩
岡本英樹
a金森清子
西嵜真由美
藤原友規子

日名陽子
唯恵伝道師
楢村明子
日名　洋
大宮東子
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　詩篇 119:24「まことに、あなたのさとしは
私の喜び、私の相談相手です。」
とても困った時とても悲しい時も神様に相談し
ますが、神様がいつもいっしょにいてくださる
のをいいことにしょっちゅう相談してしまいま
す。わたしは、忙しそうな上司に話しかけるの
は勇気がいるので、「神様、言うのは今？」と
聞き「やっぱり今かぁ」と話すと、他の人にま
でもいい展開になる大切なことだったりして、
「やっぱり先に話した方がよいことだったんで
すね、ありがとうございます」と話します。「神
様、時間ないけどどうしたらいい？！」と聞く
と、優先順位の知恵を下さいます。「神様、あ
の人めっちゃ腹立つんですけど！」とぶちまけ
ると、関連する昔の傷が思い出されて癒してく
ださったり、本当は仲良くなりたい願いに気づ
かせてくださったり、イエス樣だったら裁かな
いでどうするかを考えさせてくださったりしま
す。わたしの気持ちを分かってくださり、さと
しをくださり良い方向に変わり、神様はわたし
のいちばんの相談相手です。

 エゼ 29～35　水32金34

※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

日 月 火 水 木 金 土

「相談のススメ」
篇 119:24「まことに、あなたのさとし
喜び、私の相談相手です。」

「相談のススメ」
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澤口建樹

（ ２０１８年５月２０日 ）

（要約者：西嵜　真由美）
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

今週もエゼキエル書の時代背景をみていきま
す。ネブカデネザルはエホヤキンのおじ（ヨシ
ヤの第3息子）マタヌヤの名をゼデキヤと改め、
王位に就けました。しかし、ゼデキヤは親エジ
プト派の声に動かされ、反バビロニヤの国々と
の同盟に加わりました。ゼデキヤはネブカデネ
ザルから召喚されてバビロンへ行きましたが、
その後も親エジプト派と親バビロニヤ派の間で
揺れていました。最終的には親エジプト派の声
を受け入れ、反バビロニヤの立場をとるように
なりました。前588年にバビロニヤ軍はエル
サレムを包囲しました。前586年にエルサレ
ムは陥落し、ゼデキヤは捕えられてバビロンへ
移されました。その後エルサレムは破壊され、
民は貧しい民の一部を除いて、バビロニヤへ移
されました。この捕囚は、前539年にバビロ
ンを陥落させたペルシヤの王クロスによる帰還
の勅令が出るまで続きました。

牧　一穂　牧師
牧　唯恵　伝道師

全本みどり
加藤優子
a丸井克己

　１日　山本心春
　６日　英　まゆう
　９日　高杉美代　
　　　　西嵜　優
１０日　辻総一郎　　　　　　　
　

１３日　鈴木誠一
　　　　鈴木大智
　　　　佐藤　裕
１５日　泉水幸誠
２０日　堀川あや

２１日　坂本竹子
２２日　新開佑香
２５日　吉野弘晃
２７日　澤口建樹
２８日　岡本早苗

５月の誕生者
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高橋奈津江

農業体験

農業体験

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。

祥　誉ﾌｧﾐﾘｰ

　平　澤ﾌｧﾐﾘｰ

　 幸　恵ﾌｧﾐﾘｰ

１匹のトラの赤ちゃんを雄の野良猫と一緒に育てたらど
うなるか、ある大学が実験をしました。
トラと一緒に生活をはじめた野良猫は赤ちゃんといえど
も自分より大きなトラに対し先ず強く見せようといじめ
ました。トラは野良猫より大きいのですが赤ちゃんなの
で猫の攻撃には勝つことができずに逃げるという行動を
繰り返します。そんな生活がありその後のトラはどう
なったと思いますか？体も大きくなり２歳になったトラ
は相手が猫であればどんな小さなものであっても怯え逃
げるようになり、いつも隅っこにいく弱いトラになった
のです。

ある日、男の子が森で１つの卵を拾って持ち帰り、家で
飼っている鶏と一緒に卵を育てます。そしてヒナがかえ
り見た目もかわいいヒヨコのようでしたが後にそのヒナ
は鶏ではなく、鷹になりました。ですがその鷹は他の鶏
と一緒に生活を続けていたので自分の事を鶏だと思い本
来立派な羽を持ちながら飛ぶこともできませんでした。
ところがある日、鷹は自分に似た別の鷹がえさ場に現れ
盗み食いして飛んで逃げていく姿を見たのです。その後、
自分に気付いた鷹は飛ぶようになったのです。

　イエスキリストに出会った弟子たちは「私についてき
なさい」と言われ全てを捨てて決意してついて行きまし
た。ペテロもユダもイエス様に会い全てを捨ててついて
行った者でした。しかし、その時の決意とは裏腹に弟子
たちは３年間イエス様といたにも関わらず右往左往して
なかなか変わらなかったのです。ですが、あのペンテコ
ステ（聖霊降臨・イエスの復活、昇天後に集まって祈っ
ていた信徒たちの上に、神様からの聖霊が降ったという）
の出来事から彼らは変わりました。
一体、何があったのでしょうか？
私たちの人生も「こうする！」と決意してもその通りに
はなかなかできません。私たちの人生の中で、猫と生活
した赤ちゃんトラや鶏と生活した鷹のように小さな時や
育ってくる今日までの環境の中でだんだんとわからなく
なってきてしまい自分が何なのかも失われていきまし
た。神様はそんな私たちが本来の自分ではない生き方や
ふるまいをしている姿を見て嬉しいわけがありません。
弟子たちがイエス様に会った時、目の前で死んだ人が生
き返り目の見えない人や耳が聞こえない人が癒される奇
跡を毎日経験しました。それなのに３年の間に彼らが話
していたのは「誰が正しいのか。誰が偉いのか。誰がイ
エス様の隣に座るのか。」だったのです。彼らの最初の
決断は日々揺れ動いていたのです。それでも「なぜあな
たたちはわからないのですか」と言いながらイエス様は
この弟子たちを通してたくさんの奇跡を起こしました。
なぜイエス様は、こんな彼らや私たちに大事な事を託し
導くのでしょうか。あなたが神様だったらあなたに任せ
るでしょうか？

すべてを捨てた弟子たち
　　　　↓　　　　　　
　　要　　　求　　　　

　　　　↓　　　　　　
　　自　己　義　　　　
　　　　↓　　　　　　
　　理　　　解　　　　
　　　　↓　　　　　　
　　不　従　順　　　　

　本来　要求とは自分が決断することで進められるもの
で相手に求めれば求めるほど得られることはありませ
ん。すべてを捨ててイエス様について行った弟子たちは
人として来たイエス様に多くの事を求めました。やがて
要求は自分が正しいという自己義へと変わっていきま
す。自己義になった弟子たちは自分が理解し納得できな
い事をイエス様に「なぜですか？」と質問するようにな
りましたが、神様との目線が違うので納得できません。
神様が答えてもそれはやがて「自分が理解されない」と
いう感情になってしまい、神様のこうしなさい！という
言葉にはいつも意味がある事を信じず従えませんでし
た。ユダがそうでした。彼は変わる事ができず死に至り
ました。ペテロも同じでしたが最後に彼は自己義を捨て
神様から奇跡を与えられたのです。

私たちは自己義（自分が正しいという思い）になります。
神様は私たちが罪人である事を認識させたいのではな
く、あなたの罪がわかることで過去の痛みを取り去り聖
霊の働きにより優しくなれる事を信じているのです。

弟子たちには確信がありませんでした。欲求を満たすた
めに相手を傷つけ悩んでは失敗の繰り返しでしたがペン
テコステで聖霊の力により理解ではなく確信を得ること
で向きを変えたのです。神様は私たちを変えようとして
います。ですから確信を得ることができるように求めて
探してみて下さい。

あなたのままで頑張るのでは目線は変わりません。聖霊
の力により目線が変わった弟子たちは信じること、愛す
ること、受け入れること、そして助けることができるよ
うになったのです。

「飢え乾くものへ」
～キリストを証するＳｐⅰｒⅰｔ～　　　　　　　　　　　　　使徒1：3～8

③力を受けると目線が変わる

トラの赤ちゃんと猫の話

②あなたに確信を与える

①あなたの罪を認識させる

全てを捨てた弟子たち

タカと鶏の話
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ふるさとミーティング
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最後に

私たちの人生は問題がたくさんあります。あなたを攻
撃し責めてくる人がいるでしょう。時に神様に「なぜ
こんな目にあうのですか？」と言いたくなりますが、
でも私たちは神様に何があってもついて行くと決めま
した。そしてどんな境遇にあっても満ち足りることを
知っています。神様はこの世の理不尽に思える中で福
音が届くしくみを行うのです。神様、私たちの要求や
自己義を取ってください。罪を認識させてください。
剣を持って相手を滅ぼす者は剣を持って滅びるのです。
あのペンテコステの日のように聖霊さまの力が注がれ
ますように。

私たちの人生は問題がたくさんあります。あなたを攻
撃し責めてくる人がいるでしょう。時に神様に「なぜ
こんな目にあうのですか？」と言いたくなりますが、
でも私たちは神様に何があってもついて行くと決めま
した。そしてどんな境遇にあっても満ち足りることを
知っています。神様はこの世の理不尽に思える中で福
音が届くしくみを行うのです。神様、私たちの要求や
自己義を取ってください。罪を認識させてください。
剣を持って相手を滅ぼす者は剣を持って滅びるのです。
あのペンテコステの日のように聖霊さまの力が注がれ
ますように。


