
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
（7月 8 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　瞳
淺野恵子
a永井比和子
眞砂香和
永井匡史
加藤優子
秦泉寺朗子
牧唯恵伝道師
岡本英樹
牧三貴子
秋山耕平
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　「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従っ
て召された人々のためには、神がすべてのことを
働かせて駅としてくださることを、私たしは知っ
ています。( ローマ人への手紙 8:28)」
　大学時代私は何一つ興味を持つことができな
かった。それで、その時その時楽しいことに依存
してきた。教会からも離れている時期もあり、こ
んな自分が嫌になることも多々あった。しかし、
神様を信じ始めたときに決心した、‘何があっても
神様に戻る’ という言葉はいつも心の中にあった。
 神様と向き合わず目的がないまま就活をした私は
鉄に興味もなかったのに鉄鋼メーカーに入り、希
望勤務地も倉敷がきれいだったから選んで岡山に
来た。そのときに、ちょうど韓国の家族は オンヌ
リ教会に行き始めた。それで私もリバーサイド
チャーチに出会った。
　そして、牧先生の神学校の話で通訳に韓国に行っ
たとき大学受験のとき苦しみながらなんとか変え
ていきたいと思った「教育」に対する思いが蘇っ
てきた。
　神様の導きは私が思いつかないところであると
いうことが心から感じることができた。神様に戻っ
て本当によかった。今も日々いろんな戦いがある
が、最後は神様に戻る。神様を愛し、その愛を伝
えていきたい。‘なにがあっても神様に！’ って

 ホセ４～10　　水７金９

※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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TESTIMONYTESTIMONY「なにがあっても神様！」
　「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従っ
て召された人々のためには、神がすべてのことを
働かせて駅としてくださることを、私たしは知っ
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韓国語講座

河島晃太

（ ２０１８年６月２４日 ）

（要約者：西嵜　芳栄）

スモールファミリー

ふるさとミーティング

聖書の学び

誕生者のお祝い
聖書の脈　福澤師

ホセア書に入りました。「ホセア」という名は「ヨシュ
ア」の変形で、「主は救う」の意味があります。ホ
セアは北王国イスラエルから出た記述預言者です。
ホセアは、南王国ユダからサマリヤに来て預言した
預言者アモスの活動の終る頃、審判と災いと滅亡の
メッセージをもって登場しました。ホセアはアモス
の預言活動に強い影響を受けたと考えられていま
す。ホセアの人柄は預言活動の背後に隠されていま
す。彼の言葉から間接的に知り得るだけですが、ホ
セアの語り方や文体から見て、また、イスラエルが
置かれている歴史的状況や国際関係、イスラエル国
内の社会状態についての鋭い観察と洞察力、農業や
社会生活についての描写の仕方から見て、かなり高
い教養を身につけた人物であることは明らかです。
ホセアは鋭い洞察力を持つ一方で、また柔らかい心
を持ち、感情と感受性が豊かであることが文体に染
み渡っています。また彼は「旧約の使徒ヨハネ」と
も呼ばれ、正義より愛と恵みに満ちた人物でした。
その背後にある神の愛を感じながら読み進めていき
ましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

小根久保伸彦
佐々木芽生
a岡本享子

　１日　林　愛里
　３日　mika（Pemika）
　 5 日　泉水一護
　６日　村部直飛
　９日　佐々木千香

１０日　山崎　風
１１日　小原奈々穂
１２日　富岡凱千
１７日　岡本享子
１８日　楢村明子

２１日　平山幸代
２４日　西山秀平
２５日　曽我佐知子
　　　　神達良子
　　　　眞砂香和

７月の誕生者
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李  雋英

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。

日　名ﾌｧﾐﾘｰ

　舛　田ﾌｧﾐﾘｰ

　 祥　誉ﾌｧﾐﾘｰ

　あなたはどんな人ですか？と聞かれて最初に出てくる
のは何でしょうか？自分を見ようとした時日本人の多く
の場合、悪い評価をする人が多いです。それは罪責感が
あるからです。私たちは小さい頃から「悪い事をしたら
バチが当たる」と言われてきました。例えば飛行機に乗
る時に何か起きるんじゃないかと不安になったりしま
す。しかし飛行機は、ぶつかったり壊れる可能性を最大
限排除して飛ばしているのです。欠点が分かっているか
ら安全なんですね。私たちは素晴らしい作品です。この
世のものを愛し神様との距離が出来たから欠落したので
す。自分の欠点が見えるのは素晴らしさです。もし欠点
を土台として生きているならそこから抜け出すことはあ
りません。しかし自分の弱いところがちゃんと理解され
て、何故そういう状態になっているのかが分かれば、短
所であったと同時に長所が分かるのです。自分の問題点
に気づいたという事は良くする事のスタートなのです。
人は罪を犯し正しく生きれないので、義人ではありませ
ん。欠点を持っているからです。飛行機や新幹線はその
欠点が出ない様に人為的に出来る事を徹底的に行いま
す。私たちはこのチェックを忘れます。人生を脅かすの
は大きな出来事ではなく些細な事なのです。自分の弱点
を刺激されるような出来事が起きた時、感情的になり決
断をしてしまったり、自分で分かっていても間違った方
向へ導いてしまいます。過去の失敗という出来事が私た
ちを支配して罪責感があるからです。その出来事が赦さ
れていないと、何かをする時に過去の失敗が出てきます。
社会は過去を忘れるように関わってくるので自分に言い
聞かせて生きるようになります。しかし蓋をされただけ
では根本的に解決されてはいないのです。神様はあなた
を幸せにしたいのです。神のみこころ（2：15～ 17）
とは何でしょう、それはあなたが罪が赦されたものであ
る（2：12）という事です。罪（弱点）に左右されない
人生を生きると飛行機の様に正しく飛べます。私たちは
やらなくてはいけない事をせず、短絡行動をしやすいで
す。その時に問題は起こりやすいのです。ですから大き
な事だけ祈って忠実に行なうのではなく、小さな事に忠
実であることが大切です。小さな事とはあなたが赦され
ている事をちゃんと知っているという事です。

　会堂でイエス・キリストが話していると屋根が壊れ、
立つことを出来ない男性を4人がかりで連れてきました。
それを見てイエス様は「あなたの罪は赦された」と言わ
れました。目的は「起きて歩け」だったのです。当時、
家系の呪いは罪でした。ですから歩けない事よりも「お
前の罪のせいだ」と言われる事の方がよっぽど辛かった
のをイエス様は知っていたのです。だから立って歩けな
くさせている心の一痛みを癒したかったのです。神様の
目的は、その場しのぎではなく根本解決です。父である
神様があなたをどう創り、どう見ているかを知ってくだ
さい。あなたが謝った事はもう思い出さないと言ってく
れています。イエス・キリストはあなたの過去の罪、全
てを代わりに背負いました。黙ってムチ打たれ立ち上
がってあなたの痛みを背負う為に自ら十字架に進んだの
です。聖書が伝えているのは「あなたは赦された」とい
う事なのです。

　世の中は右でも左でもなく真ん中の中庸に生きろと言
います。しかし、どの道もその時出来る最善の方法を探
すことが大切です。その為に不安と安全神話を取らなけ
ればなりません。安全神話の例としてタイタニック号が
あります。船は当時の技術では最高傑作でした。しかし
氷山にぶつかり沈没しました。人々の多くは沈没しない
と思い込み、安全よりも船が世界で一番になる事が大切
だったのです。人の目線とはこの様なもので、生きよう
とするとそれを失うのです。神様は決してあなたの過去
を無にはしません。しかしその過去を理解しなければい
けません。だから悔いて改めるのです。改めることはな
かなか出来ません。だからこそ生き様を通して改める生
き方を示すのが子育てです。親がしなければいけない事
は、恐れず勇敢に自らが進むべき道を真っすぐに生きる
事です。自分にはこんな弱点があると知り、前に向かっ
て進む事です。その弱さの内に神様が栄光を現すのだと
知る事が出来るから、私たちはその弱さをも克服出来る
のです。

　BC30 年頃、エルサレムが壊れるとイエス・キリスト
が預言し、70 年にローマ兵がユダヤ人を兵糧攻めして
きます。荒らすべきものが来た時には山に逃げろと言わ
れていました。山に逃げた多くのクリスチャンは助かり
ました。しかしユダヤ人たちは神殿の城壁の中に逃げた
のです。エゼキエル書には「私の恵みは去った」と書い
てあります。神様はそこにはいませんでした。場所とか
ではなくユダヤ人たちの心に神様がいなかったのです。
彼らが頼ったのは神殿という建物、城壁という塀であり、
神様ではなかったのです。忠実とは安全ではなく神様を
求める事です。苦難の中にあろうが平安の中にあろうが
満ち足りる恵みです。例え人間的価値観で大きな出来事
があっても、解決があると信じることが大切です。神様
の元へ帰れば大丈夫なのです。神様の前に出ると父を知
ります。父なる神があなたに何を考えているかが分かり
ます。何かが起きた時は相手のせいにせず何が問題なの
だろうか考えてください。神様がそれを赦されているの
は意味があります。将来を見られる神様の計画なのです。

　あなたは既に神様を知っていて、この地でどんな試練
に会おうとも天の恵みを相続します。近い人、関わる人
に、何をするにも人に対してではなく主に対してするよ
うに心からしましょう。あなたの生きる姿を通して神様
はご自身を現すからです。あなたが神様の元へ帰ろうと
する姿です。イエス・キリストは自ら人がどう生きるべ
きか示されました。そしてどんな時にも神様を大切にさ
れました。大切とは最善を尽くして神様の前に出る事で
す。右にも左にも逸れる事なく神様と一緒に生きていく
その道を選んでいきましょう。目の前にどんな崖や谷が
あろうと主が共におられれば怖いことはありません。父
の元へ帰りましょう。

「あなたの罪は赦された」
～父を知る者には答えがある～　　　　　　　　　　　　　　Ⅰヨハネ2：12～17

③死に至るまで忠実に！！～父的役割～

②世と世の欲～鼻から息の出るもの
　不安と安全神話～

①父を知る～起きて歩け～
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