
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 29 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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　今年になって、2人の弟を亡くしました。
この出来事は大変ショックでした。生死は
一対のものだと、理解していても、本当に
悲しいものでした。その時、日野原先生の
言葉を思い出しました。「死ぬ事は、一生
の終わりではなく、新しい何かの始まり
だ」・・・この言葉は私を慰めてくれました。
生きていたときは、あまり身近に感じるこ
とのなかった 2人でしたが、今の私の心の
中には前よりも、身近ではっきりと感じら
れるような気がします。
　一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、
一粒のままである。だが、死ねば、多くの
実を結ぶ。（ヨハネ１２：２４）
　この大きな災害で沢山の人が亡くなりま
した。でも終わりではなく、新しい何かに
向って旅立ったんだと思います。今生きて
いる人が輝いて生きることが、亡き人々も
輝くことになると想います。1日も早い平
安が訪れることをお祈りいたします
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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。

通読のツボ
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（要約者：淺野　恵子）

スモールファミリー

誕生者のお祝い

聖書の脈　福澤師

オバデヤ書について書いていきます。旧約聖書中、
最も短い預言書です。オバデヤとは「主のしもべ」
という意味があります。この内容からオバデヤの活
動に関する年代を決定付けるものは特に見出すこと
は出来ないのですが、エルサレムにおける決定的な
惨事と度重なるエドムの侵入に関連していることに
が理解できます。そこから、活躍時期としては①ヨ
ラム王治下の前850年頃、②前586年のエルサレム
崩壊前後と推定されています。オバデヤの活躍した
時代においてはエドムとイスラエルとの間における
争いについて書かれています。創世記に記されてい
るようなエサウとヤコブの生涯と通じた祝福と継承
はその子孫のエドムとイスラエルの関係についても
有効であり、エドムからどのような圧迫を受けたと
してもイスラエルが必ず勝利することを記している
のです。それは主の日の到来と神の民の勝利を見る
ように伝えています。この書を霊的にとらえる時、
エサウ及びエドム人は肉的存在をたとえるものであ
るのに対して、ヤコブとイスラエル人は霊的なシン
ボルであり、神のご計画においては、肉的な者には
何の希望も将来もないことを教えているのです。こ
のことをおさえて、オバデヤ書を味わってみましょ
う。
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　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
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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。

行　司ﾌｧﾐﾘｰ

　平　澤ﾌｧﾐﾘｰ

　 唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　私たちは自らにとって聞きやすいことや都合のよいこ
とはとても聞きやすく，蜜のようなものです。あなたは
都合の悪い言葉をどのように扱っていますか。クリス
チャンは神様から見せられた現状を解決していくのが役
割です。皆さんは問題を見た時，どう対処しているでしょ
うか。忠告と批判とは意味が違います。神様が物事を
ジャッジする人であって，私たちがそれを裁く人ではあ
りません。人は絶えず自分の判断が変わるにも関わらず
物事を判断しようとします。そして評論します。一部の
現象やある側面だけを見て判断します。私たち人間は裁
き合うためにそこにいるのではありません。あなたの人
間関係の中でも小さな災害のようなものが絶えず起きて
います。本来ならこうあるべきだったというあなたの正
義で物事を裁いているのです。私たちは言葉を発する前
にこの手で何かをしないといけないと語られています。
「愚かな者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のあ
る者は忠告を聞き入れる」

　聞き従うこととは，忠告と知恵の関係によって赦しの
道を得るということです。あなたは，忠告は好きですか。
ありがたいですか。それとも嫌ですか。日本人は忠告が
嫌いです。なぜなら多くの人が忠告を批判だと思ってい
るからです。ということは，多くの人が忠告ではなく批
判しているのです。日本人は忠告が嫌いで忠告されると
怒ります。賢い人はそれを聞いて黙っています。あなた
は人々に何かを伝える時，忠告していますか。それとも
批判していますか。またそれを聞く方は，これは聞くべ
きだと思う時，初めて聞く耳ができます。神様は私たち
人間に，その人が正しく生きるためにパートナーを与え
ました。それが教会であり，あなたにいる隣人です。教
会は１００％忠告で生きれば，最高の場所になります。
忠告と感謝だけだからです。
　「知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の
怒りをすぐ現わす。利口なものははずかしめを受けても
黙っている。」私たちは今を生きているのではなく，将
来に生きています。未来は見えないが将来はなるべくし
てなるものです。なるべきしてなるものの為に生きてい
るので，今を生きては将来がないのです。
　「真実の申し立てをする人は正しいことを告げる。」忠
告をするものはどうあるべきを伝えています。申し立て
は，自分の立場のためではなく，相手の人のためにする
ものであって，それを自分のためにした時点で批判に
なってしまいます。自分はこうしてほしかったのにして
くれなかったと言ったらそれは批判です。忠告とは１０
０％相手のためになされないと忠告ではありません。
　「偽りの証人は人に欺き事を告げる。軽率に話して人
を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人は人を
癒やす。」忠告する人はその人が癒やされるように語る
知恵が必要です。だから知恵のある者は忠告を聞き入れ
るのです。今日のメッセージ自体が「忠告」」なのです。
私たちクリスチャンは問題が起きる前に神様に知恵をも
らっているでしょうか。感情的に物事を行動するとそれ
を失ってしまいます。

　聞き従うことは，忠告と知恵の関係が絶えず関係して
います。忠告とは，たとえそれが批判でも忠告として受
け取る器が必要です。問題が起きた時にどうその言葉を
処理するかが問題です。大事なことは，その言葉を聞い
た時にもう一度自分が岩の上に建っているかということ
をみなければいけません。その言葉でぐらつくのなら，
それは砂の上に建っており，やってもうまくいかなかっ
たということなのです。クリスチャンは批判の忠告でも
有効なものとして聞かなくてはならないし，自分は人に
対して批判の忠告をしてはいけません。神様の目線に
なって相手に向き合ったことは，必ず相手に命のみ御言
葉となって届いていきます。だから今日，神様の目線に
なりましょう。

　ライオンの創業者小林富太郎は，会社が大損害を被っ
て全責任を負うことになり，自殺しようと思っていた時
に「すべての懲らしめは，そのときは喜ばしいものでは
なく，かえって悲しく思えるものですが，後になると，
これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせま
す。」というみ言葉が与えられました。その後神様に祈り，
歯磨き粉を開発することに成功しました。途中で失敗も
ありましたが神様からの「諦めるな」という声が聞こえ，
彼は最後まで諦めず，多くの人の健康を取り戻しました。
命令を守らないことは自分の道を蔑むことになると聖書
では言われています。忠告を聞いて，訓戒を受け入れる
なら知恵を得るのです。だから今日語られる忠告を聞い
てください。

　　「思慮深く」とは片方から突っつかれたらもう片方
もあるのではないかと考えないといけないということで
す。右も左も突っつかれてどうしたらいいか分からない
時には，神様に祈って聞き，ベストを尽くしましょう。
なぜ祈るか，それは偏らないためです。右左どちらか道
を選ぶ時，私たちが絶えずニュートラルでなくてはなり
ません。しかし価値観や経験や成功事例があると同じこ
とをやろうとします。モーセも過去の経験で失敗しまし
た。クラーク博士やシンドラーもそうでした。だから祈っ
て最善の道を導かれていかなくてはなりません。従わな
いことは偶像礼拝の罪です。神様は必ずあなたのそばに
忠告者を置いています。その人の忠告を聞き，それに対
して思慮深く考えなければなりません。それはすべて解
決のためにやるのです。

　忠告はあなたが豊かなものになるために精錬された金
を私から買いなさいと言っています。それは神様に対す
る信頼で，それが増し加われば増し加わるほど知恵が豊
かになるのです。信仰とはその人を絶対に信頼するので
知識で物事を対処することがないからです。ですから知
恵深くなるのです。あなたは赦されています。それに自
信をもってください。イエス様の十字架は中途半端な赦
しではないのです。そして梁が入った見えない目で物事
を判断しないでください。目が見えるように神様に目薬
をもらってください。

　神様の目線は今から先までを見ています。目が見える
ようになるための目薬とは何でしょうか。聖書の中に書
かれている現実と将来を得た人が目薬です。ダビデは兄
弟の中で一番虐げられていた末っ子でした。家族の中で
バカにされていたダビデが羊の番を通してあのゴリアテ
を倒すことができたのです。神様の計画とはこういうも
のなんだという目薬をあなたの目に塗ってください。現
状を同じようなストーリーが聖書に書かれています。解
決があるのだから，目薬を塗れば右往左往する必要はな
いのです。あなたが訓練にあった時には，思慮深く聖書
の中に出てくる人を見て，目薬を塗って信頼して赦され
たことを信じて罰じゃないとわかった上で神様の道を進
まなければなりません。神様に従うと犠牲を払うことで
苦しいが，完全に赦されるのです。悲嘆の中で神様は恵
みをもたらします。だから苦しみにあって絶望した時に
そのままでいないでください。神様は究極的回復をもた
らします。５千曲以上の賛美を作ったファニークロス
ビーは，病気で失明しましたが，目が見えなくなったこ
とで多くのものを見ることができるようになり，世界一
幸せだと言いました。あなたの目をつぶって神様があな
たに見せるものを見てください。すると多くの人があな
たに忠告を与えてくれているはずです。その言葉が聞こ
えるようになると信じます。
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