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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 17 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

舛田幸恵先生
岩崎祥誉
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a日名陽子
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 『これは、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。』マタイ
３章１７節

  神様を私は４０年間もお待たせしました。それまで、生きて
きた。ではなく、生かされていたこと。どの瞬間にも共にいて
くださったことがわかり、「主よ。もし生かされるなら、あな
たのためだけに生きたい。」洗礼に与れることが決まった時、
心の底から湧き上がった願いです。
自分では選択したり、変更出来ない事柄への不満・葛藤…。 親、
兄弟、息子、親族との離別・拒絶・喪失…。この世が微笑んで
くれず、受け入れられなかったこと…。無学・無能・無価値・
無力…。酒・暴力・薬・犯罪…。悲しみ・苦悩・弱さ・痛み・
恥・空しさ…。恨み・妬み・呪い・怒り…。しかし、『あなた
は私のために、嘆きを躍りに変えてくださいました。』詩篇３
０章１１節ハレルヤ！アーメン！ただただ主に感謝いたしま
す！

リバーサイド岡山教会へ身を避けさせていただくようになり、
主の霊感に満ちた牧師先生のメッセージにより、これまでにな
かったほど真の慰めを経験しております。また、諸先生方・ス
タッフの方々・皆さまのお祈りと励まし、ご教授から自分を赦
すことを学び始められました。本当にありがとうございます。

２０１８年のテーマ「破壊・再建・回復」の中で語られた、「前
進するために、置かざるをえなかったもの」も、主が私たちに
トランスフォーマー（変態）される時、全く新しい恵みとして
受け取り直させてくださることを信じ、期待し、待ち望みつつ。 
『あなたには、すべてができること、あなたは、どんな計画も
成し遂げられることを、私は知りました。』ヨブ記４２章２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

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONYTESTIMONY「受洗から十年」
は、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。』マタ
１７節

「受洗から十年」
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（要約者：日名　洋）
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ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

今週は同時代に活躍した預言者を見ていきます。エ
ゼキエルの前後にある、エレミヤ、ダニエルと見て
行きます。エレミヤはエゼキエルより年上であり、
捕囚の際、エルサレムに残り、エジプトへ連行され
ていきました。エレミヤの最後はエジプトに住むユ
ダヤ人のためでありました。ダニエルはバビロンに
ある王宮に連行されていき、高い地位に就き、この
後通読するダニエル書に記されているような重要な
預言を行っていきます。エゼキエルはダニエルとは
違って、捕囚された民と共にケバル川のほとりに住
み、民衆に仕えていきました。当時、3人には面識
のようなものはなかったと推測されていますが、ダ
ニエルはエレミヤの預言については知っているので
はないかと言われています。同時代に活躍した預言
者たちは自分に与えられた任務を生涯に渡り忠実に
全うしていきました。重要な時期において主の任務
を全うしている姿を思い描きながら読み進めていき
ましょう。

内村　保　牧師
平澤一浩

西嵜芳栄
西嵜達也
a佐々木亜弥

　３日　牧三貴子
　６日　牧　唯恵
　８日　谷口則子
１０日　金光包子
１３日　佐野由美子

１５日　高畑　愛
１６日　倉本菜々美
１７日　酒井弘志
１８日　片山早苗
１９日　岩崎祥誉

１９日　日名創真
２２日　日名聖也
　　　　牧　祐
２３日　泉水　誠
２４日　河島晃太

２５日　中山英子
２７日　岡本直子
２８日　井野川瞳
　　　　鈴木結斗
２９日　流郷智子

３０日　岡本英樹
６月の誕生者
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大宮　東子

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。

平　澤ﾌｧﾐﾘｰ

　各　ﾌｧﾐﾘｰ

　 各　ﾌｧﾐﾘｰ

ステパノは最善を貫く人生を生きました。彼は使徒ではなく、
使徒の働きを助ける給仕係でした。彼の人生は正しいことを
言ったために石打にされて死んでしまうというものでした。私
たちがステパノの立場だったらどうでしょう？
今の子どもたちにいじめに対するアンケートで、「いじめられ
ている人を見たときにどうするか」をきいたところ、１位が「見
て見ぬふりをする」、２位が「一緒にいじめる」という結果で
した。ステパノの事件の時、これと同じ事が起こっていました。
彼と議論して対抗することのできなかった人が、他の人々をそ
そのかして嘘の証言をさせて捕らえ、大祭司の元に連れて行っ
たのでした。ステパノは議会の中で、議会のメンバーの心の中
にある罪を示したため、彼らの怒りをかって殺されてしまいま
した。ユダヤの議員たちは自分たちが割礼を受けてた選びの民
で、生粋のユダヤ人、ダビデの子孫であり、生涯ユダヤ人とし
て生き、どんな生き方をしても救われるのだと思っていました。
しかし、これが広い門だと聖書は言っています。イエス様の目
線は彼らの心に向けられていました。だから努力して狭い門を
選ばないといけないと語られたのでした。

神様は私たちの人生に「本当のこと」を伝えたいのです。ユダ
ヤの議員たちはステパノに本当のことを言われました。「心と
耳に割礼を受けていない」、「いつも聖霊に逆らっている」、「父
祖たちと同様に預言者を迫害し殺した」、「律法を守ったことが
ない」・・・と。そして彼を石打にしてしまいました。この石
打にした人たちは、私たちと同じ人間です。私たちも彼らと同
じように正しいことを言われて腹を立て、あんな人いなければ
良いのにと考えてしまうのです。私たちは本当のことを言われ
ると怒ってしまいます。彼らは肉体的な割礼は受けていました
が、心に割礼を受けていませんでした。私たちは心に割礼を受
けているでしょうか？本当に神の声をきいているでしょうか？
私たちは神様に地の塩、世の光となりなさいと言って選ばれま
した。私たちがこの世で輝いていれば、多くの人が集まって来
ます。私たちが輝くべきところで輝いているか？そのために命
を捨てたキリストを、その姿を見ていた神の思いを思い起こさ
なければなりません。神様は私たちが良い者に変えられるのを
待ってくださっています。

第二ペテロ１：５～９
狭い門から入るためには信仰が必要です。信仰とは信じること
を自分の心に迎えようとすることです。私たちが努力すべきこ
とは、信じようとすることです。ステパノは自分の命が失われ
ていく中で「これが一粒の麦になるんだ」と信じようとしまし
た。イエス様が言われた天の御国である「からし種になるのだ」
と決めたのです。
努力して狭い門から入ることは私たちにとって、今までやって
きたこととは違うこと、当たり前と思っていたことをもう一度
考えることです。そしてその中心は「信じる行為」です。努力
して信じようとすると、その信仰から徳が生まれてきます。私
たちが信じるようになると、相手に良いもの（徳）を与えるよ
うになります。そして、良いもの（徳）を与えるためには知識、
知恵（考える力）が必要です。知識を持つから、ただ与えるだ
けではいけないこと（自制）を知ります。自分を制するには忍
耐が必要です。多くの人は我慢をしますが、それはやがて爆発
します。忍耐と知識がないからです。そして忍耐には敬虔を。
誰も見ていないときに一人祈ること、誰に対しても分け隔てな
く接するように生きる事です。そして兄弟愛（自分に近い人へ
の愛）とそれ以外の人への愛を加えなさいといわれています。
そこに成長があるのです。努力して狭い門に入ると、この連鎖
が進んでいきます。これは「狭い門に入る」という決断による
のです。

マタイ６：１９～２４
ある大金持ちのクリスチャンの女性が夢を見ました。彼女は自
分か死んだ後に天国に行った夢を見ました。天国の通りを歩い

ていると豪邸が建ち並んでいました。その先に中流家庭の家が
並んでいました。さらに先には葉っぱで囲った家があり、最後
にわらの家に案内されました。彼女は天使に「なんで私はこん
な家に住むことになったのか」と文句を言いました。天使は「あ
なたは地上で自分のためにだけ財産を使いました。だから天国
の銀行の残高は０です。」と言われました。天国に宝を積むには、
この地上で報いを受けないという条件があります。神様は私た
ちの必要をただでくださいました。主は与え主はとられる、主
のみ名は誉むべきかなと言われるとおりです。右の手でしたこ
とを左の手に気づかれないように注意しなければなりません。
また、十分の一を捧げなさいと言われています。金銭だけでな
く肉体をもってそうしないといけません。農業で１割の種を
取って次の年に蒔くように、私たちも得たものの１割を蒔かな
ければいけません。週のうちの１日は神のために捧げるのです。
困っている人がいるときに手を貸すそのことが神に捧げる事で
す。

狭い門とはイエス様です。イエス様の狭い門を見つけなければ
いけません。どうすれば良いか、それは父の目線になることで
す。神様がどうやって人々を導いているか、知らなければなり
ません。神様はアブラハムにどのように関わったのでしょうか。
神様はアブラハムが自分からイサクを捧げるように、ロトのた
めに祈るように育てました。父の目線とはどのようなもので
しょうか。

　ある男がいて・・・彼にはすごく愛している息子がいました。
その男は電車が通る橋の操作員でした・・・息子は電車を見る
のが大好きでした・・・その電車にいる人たちのことも・・・
孤独な人・・・心に怒りを持っている人・・・プライドか高い人・・・
希望を失った人・・・麻薬中毒者・・・
　しかし、悲劇的なミスが・・・　彼を考えられない選択に導
いたのです・・・電車の人たちを全員死なせるか・・・　レバー
を引いて、自分の子どもを橋に押しつぶされるようにするか・・・
全員の救いには、最も愛された”一人”の犠牲を必要とした・・・”
一人” の犠牲が・・・未来に希望を与えた・・・神は、実に、
そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは
御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいの
ちを持つためである。（ヨハネ3章 16節）

　神様がどんな思いであなたに犠牲をはらったか、それを知っ
てほしいのです。怒っている人、孤独な人、疲れている人たち・・・
彼らはあの電車の中でまさかそんな犠牲がはらわれていたかを
知りませんでした。あなたの人生には犠牲がはらわれているの
です。そして父の目線とは、そんな自分勝手に生きている人た
ちへ最大の愛をもって向かっています。” 一人” の犠牲はひと
りの人の人生を変えるのです。

人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな
愛はだれも持っていません。（ヨハネ 15章 13節）

　橋の操作員がどんな思いでレバーを引いたのでしょうか。そ
うしない選択もできました。神様はあなたのために一人子を与
える決断をしました。もう一度、目を開いて自分の生き方に目
を向けてみましょう。神様が代わりに犠牲をはらってください
ました。私たちは列車もろとも命を失う人生だったのです。代
わりに犠牲をはらってくださった方がいたので、命を得たので
す。
　ステパノは「主よ、この罪を彼らに負わせないでください。」
そう祈って、自分を石打にする人たちを赦して愛しました。
　愛することのために命を捨てる、これが神の真理です。
自分のために生きるのを置いて、イエス様のために生きましょ
う。

「善をもって悪に報いる」
～実を結ぶ人生、狭い門から　からし種、パン種～　　　　　　　使徒7：46～60

「橋」という実話より

③父の目線に

②天に宝を

①努力して狭い門へ

思ったとおりに
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