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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
（8月 12 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
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泉水　浩
a淺野恵子
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澤口明子
眞砂永一
日名陽子
唯恵伝道師
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　愛する教会の子供たちにはいつも、元気を与えらています。
みんなが、精一杯神様を賛美したり教会のために仕えている
姿を見ると涙がでそうです。小さいころから神様を覚えるこ
とは素晴らしい事だなとおもいます。そんな私は子供のころ
教会で遊んではいましたが、神様のことを知るにはいたらず
世の中を斜めにみて、いつも文句を言い、何をするにもやる
気がなく、文句を言って怒っていました。学校の宿題や掃除
はまともにしたことはなく、やることは先生に反抗したり、
友達とケンカばかりしていました。しかし、高校生になり進
路を決める頃テレビドラマで第一コリント 13 章の御言葉を知
り、とても驚きました。愛は忍耐強いんだ！私もそんな人に
なりたい、人を愛する仕事がしたいと思い看護士になろうと
決心しました。私は色々と努力をしましたが、元々けんかば
かりしていたので、看護士には向いていないと思い、人には
隠していました。やる気が出なくなり、その言葉をこっそり
読んで力をもらい勉強を頑張りました。神様をそんなにはっ
きりと信じてなかったのに、御言葉は私にやる気を与えて下
さいました。御言葉は素晴らしいです。
教会の子供達は神様を信じているのだから、神様は子供達を
通してどんなに素晴らしい計画をお持ちなのかと思います。
私もみんなが御言葉と歩むことをワクワクする思いで見守っ
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。

通読のツボ

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONY「コラム」
の子供たちにはいつも、元気を与え
一杯神様を賛美したり教会のために

「コラム」
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（ ２０１８年７月２9日 ）
（要約者：岩崎祥誉)

スモールファミリー

誕生者のお祝い

聖書の脈　福澤師

今回はミカ書について書いていきます。ミカとは「誰が主のよ
うであるのかという意味です。ミカの故郷は、ペリシテと国境
を接するシェフェーラーと呼ばれる低地にあるモレシェテ・ガ
テという村です。ここはエルサレムの南西30―40㎞ほどの所
にあります。預言者としての活動した時期は、ユダのヨタム王
（前750―732年）、アハズ王（前743―716年）、ヒゼキヤ王（前
729―687年）の治世下で、この時代はイスラエル、ユダの両
王国が経済的には豊かさの頂点を極めていた時です。しかし霊
的には最も退廃した危機的状況でした。金持は我が物顔に振舞
い、貧しい者を踏み台にして富をほしいままにしていました。
また民はカナンの宗教を採り入れ、偶像礼拝を行う始末でした。
預言者ミカはこうした彼らの律法無視によって、神の祝福が阻
まれ、国家の崩壊が余儀なくされる様を目の当りにしていまし
た。ミカの預言は簡潔で力強く、多くの問いかけから成ってお
り、隠喩、語呂合せ、風刺などを駆使しているのが特徴です。
内容的に、またそれぞれが「聞け」という預言者の語りかけで
始まっていることからも（1：2、3：1、6：1）、3つに区分す
ることが出来ます。最初の部分の1 - 2章は、両王国の首都、
サマリヤ及びエルサレムのさばきの警告。第2の部分は、3 - 5
章から成り、君主たちの罪、偽預言者、不公平なさばき及び不
正を働いている祭司たちに向けられた神のさばきの警告。第3
の部分の6 - 7章では、ミカが民に神の正しい道を示し、神に
ご自分の民への救いを懇願している内容となっています。この
ようなことを踏まえて、読み進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

西嵜芳栄
大宮東子
a佐々木芽生

　１日　名越裕晃
　５日　江國玲子
　 6 日　澤口建太
　　　　平澤初実
　７日　妹尾真美

　７日　秦泉寺朗子
　９日　高橋　司
１０日　三宅陽子
１３日　石川美弥
１４日　富岡喜千朗

１４日　西嵜真由美
１５日　富岡陽子
１６日　松田沙和奈
２０日　澤口来海
２１日　西嵜璃愛

２２日　山本淳平
　　　　平澤一浩
２５日　内田　勝
２５日　岡本　爽

８月の誕生者
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澤口　明子

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。

芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

　唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　 日　名ﾌｧﾐﾘｰ

人生の中で「出会い」というのは大きな祝福です。なぜなら聖霊に満た
された人や教会とかかわるときによい影響を受けることがあるからです。
神様が私たちに与えてくださった祝福を悟ることもまた、祝福です。私
たちは聖霊に満たされることをよく祈りますが、聖霊に満たされるとは
どういうことでしょうか。聖霊に満たされると、私たちの心にどのよう
な変化が起こるのでしょうか。

これは何か条件的な喜びではなく、天から神様がくださる霊的な喜びが
私たちの心に満たされるということです。それは、どのような状況の中
でも神様の祝福というのは流され続けます。川が流れるように流されて
いきます。だから私たちが神様から恵みを受けると川のようにほかの人
にも祝福が流れる通路となれるのです。しかし、私たちはうれしいとき
には喜べますが、そうでないときは喜ぶことが難しいのです。「 いつも
喜んでいなさい。」（Ⅰテサ 5:16）この「喜ぶ」の原語には「出会い」と
いう意味が含まれています。では私たちは、誰と出会うときにどのよう
な状況の中でも喜べるようになるでしょうか。イエス様と出会うときで
す。イエス様と出会うとき「条件的な喜び」ではなくなるのです。どの
ような状況の中でも、神様、イエス様と出会うことによって約束を握り
しめてその状況に打ち勝つ喜びを知ることができるようになるのです。
環境や状況はいくら祈ってもそのままのこともあります。変わるのは私
たちです。そのような状況が恐れではなくなるのです。これが「聖霊充満」
という状態です。充満とは「支配される」ということです。このような
状況では他を見ることができません。ただ「イエス様」を見るだけなの
です。

今、自分の周り（家庭・職場など）で感謝が減っているようなことはな
いですか。感謝の言葉が出ないときは練習でもしなくてはいけません。
なぜなら、神様と近くにいるときにはどんな状況でも感謝があふれるか
らです。どのような状況の中でも神様が守り導いてくださるということ
を信じる人は感謝があふれるのです。でも私たちの口から否定的な言葉
があふれそうになることがあります。そういう時はしっかりとくちびる
を握りしめる必要があります。間違った言葉が出てしまったらその言葉
を拾うことはできないからです。

「志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。その人があな
たに信頼しているからです。（イザヤ26；３）平安はどこからくるといっ
たでしょう。神様を信頼するところからくるのです。「忠誠」という言葉
がありますがこの原語には「心が分かれないような状況」という意味が
あります。つまり最後まで一つの道を生き続けるということです。心が
バラバラになってしまうといろいろな道に行ってしまう可能性があるの
ですが、そういう人は真実な道を歩むことができません。神様が自分に
与えてくださったビジョンをしっかり抱いて、神様だけに信頼してまっ
すぐに行く人を「真実な人」と呼ぶことができます。こういう人に「平安」
を与えるといっています。世が与えることができない平安です。神様は
いろいろな状況の中で私たちを訓練されます。私たちの心には広い部分
もあれば、非常に狭い部分もあり、そこに触れられると爆発してしまう
ようなことがあります。私たちにはみんな強い部分も弱い部分もあり、
神様は私たちの「弱い部分」を苦難や試練を通して広くされようとして
いるのです。

私たちの人生の中には苦しいことがあります。また人に誤解をされる苦
しみや、一生懸命頑張っても思ったほどの結果が出ないこともあります。
そういう時にも喜びがありますか？そういう時に、私たちの心の痛みを
正直に神様に捧げるときに、私たちに聖霊様を送ってくださり感謝があ
ふれ始めるのです。自分が解決しようとするとだめなのです。こういう
ことを通して神様は私たちを「成長」させてくださるのです。今あなた
の心に傷や痛み、虚しさはありますか。私たちの神様は、そのような弱
さに見えることを通してでも、ほかの人を理解し愛し、励ますことがで
きる心を与えてくださる方です。
人を理解するとは understand と言います。つまりその人の下に立たせ
ていただくということです。人を見たときにもちろん外見は見えますが、

その人の下に何があるかはわかりません。人は傷や痛みは下のほうに隠
すので私たちが下に立つことによってはじめて見え始めるのです。だか
ら神様は私たちに「謙遜になりなさい」と言われます。神様の恵みの川
は一番低いところに流れます。神様の恵みを経験したいのであれば一番
低いところに立つ必要があります。

ハーベストバイブルチャーチという教会があります。18 人で始めた教会
ですが今は 1 万３千人の大きな教会になりました。この教会ははじめ、
横のつながりを大切にした水平的で「人」中心な牧会をしました。それ
を通して人々が癒され成長していきました。しかしそれは時間がたつに
つれて限界がきてしまいました。牧師やスタッフが全力でやってもでき
る限界がきてしまったのです。そこで水平的な牧会をあきらめました。
そして始めたのが「垂直的な牧会」です。「垂直」つまり神様をまずは見
るということです。神様のために誰かを探し、神様がつかんでくださる
から進んでいく人生ということです。そして神様が与えてくださる使命
があれば自分の思っていたことはあきらめてそれに従うことができるの
です。これが「垂直的」ということです。水平的な関係は人との関係は
よくなるけれど、心のどこかに虚しさがあります。しかしそこから垂直
的つまり神様の観点で人々や自分の傷などを見始めるとあるものが見え
だします「十字架」です。イエス様の犠牲が見え始めたのです。神様は
水平的な関係の前に垂直的な神様との関係を大切にしなさいと言ってい
ます。これは簡単ではありません。そして垂直的な教会を作るうえで難
しいことは、世的な栄光がかかわってくるということです。たとえば誰
かに何かをしたとき、神様がくださるなぐさめや愛、そして神様への感
謝もありますが、心のどこかで「自分がやった」という自分の栄光、「ほ
めてもらいたい」という欲望が湧いてくるのです。私たちは「ありがとう」
と言われると満たされてしまうのです。神様がされていると思っている
けどなにか「自分が前に出る」という要求が出てくるのです。しかし垂
直の関係はイエス様だけなのでそういうものがなくなります。そうなる
と聖霊様がだまっていられなくなり本当のリバイバルがおきます。変化
が起きます。勇気がおこります。なぜなら聖霊様の働きはイエス様を証
しする働きだからです。だから私たちの人生はイエス様と一緒に生きる
人生なのです。イエス様だけをあがめる家庭、イエス様だけを中心にす
る教会になるようにする必要があります。そうなると「リバイバルを与
えてください」という祈りはいりません。おのずとそうなるからです。
垂直的な教会をたて上げる４つの柱があります。

聖霊様に満たされ、御言葉がいき、イエス様のみなだけがあがめられる
礼拝を捧げていくのです。自分を目だたせようとする人生が変わり、人
間中心でなくなるのです。
　
　祈りとは「神様、私にはできません」とすべてをゆだね、頼りささげ
るものです。方法ではありません。心の姿勢が大切です。　

　システムが教会を動かすのではありません。聖霊様が動かし、人をたて、
感動を与えてくださるのです。牧師に、宣教師に、伝道師に、とにかく
神様に仕えたい・・そういった思いは聖霊様が与えてくださるのです。

　ビジョンが語られたとき、ある人は心配、ある人は無関心、ある人は
あの人のほうが上手にできると逃げる人もいるでしょう。しかし、神様
は犠牲のある献身を通して働かれます。献身があるところには必ず「犠牲」
があります。私たちの健康も、時間も、才能も、影響力も、若さも神様
に捧げましょう。私たちは短い人生を生きるものです。その中で聖霊様
がしっかり握って導いてくださいます。すると私たちは神様との垂直的
な関係をもつものとして世の中に影響を与えることができるのです。神
様は私たちのことを一人ひとりの賜物によって用いてくださいます。だ
から私たちは人々を批判のする前に理解する必要があります。よく理解
すると誤解がなくなります。

垂直的な教会にしていきましょう。聖霊に支配される教会にしていきま
しょう。イエス様を愛する教会にしていきましょう。そして誰よりも謙
遜になる教会にしていきましょう！！　　　

「神様との垂直な関係」
申命10：12～ 10:22

聖霊に満たされるとは

①喜び・・「神様がくださる喜び」

①礼拝

②祈り

③世の中に妥協しない

④行動する教会（従順）

②感謝

③平安

垂直的な教会になるために


