
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
（8月 19 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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　今回、韓国からサラン、サミル教会の人
が日本に来てくださいました。過去の僕は
韓国の人にいいイメージはなく、学校やメ
ディアで知った情報で韓国のことが嫌いで
した。
　しかし、僕が神様に選ばれたきっかけは
日本で行われたラブソナタ。それも、意味
も分からず嫌っていた韓国の方が日本の為
に行ったイベントでした。そして今回、韓
国の皆さんの仕える姿を見て僕の中に有っ
た『韓国のことが嫌い』という価値観が捨
てれました。神の家族として共に祈り会え
たこの時を、神様感謝します。

それから、イエスは手を弟子たちのほうに
差し伸べて言われた。「見なさい。わたしの
母、わたしの兄弟たちです。天におられる
わたしの父のみこころを行なう者はだれで
も、わたしの兄弟、姉妹、また母なのです。」
（マタイ12：49～50）
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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。
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（ ２０１８年８月５日 ）
（要約者：澤口明子）
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誕生者のお祝い

19時～特別集会
天野弘昌師

今回は小預言書のいくつかをみていきたいと思います。ナホム
書はモーセとヨシュアがイスラエルの民が約束の地を獲得する
ために立ち上がり導いていました。しかしナホム、ゼパニヤら
前7世紀の預言者は、約束の地の喪失を視野に入れて語ってい
ます。約束の地の獲得は、楽園回復の希望を物語るものであり、
族長たちは信仰によって、乳と蜜の流れる国に突き進んで行い
ました。約束の地を喪失する神の民の希望はどのようなもので
あるのか。王国の滅亡と選民の捕囚を経て与えられ、極めて贖
罪的な出来事を、信仰によってとらえることにありました。続
いてハバクク書は短いながらも救いに関する重要な真理が見事
に凝縮されている預言書となっています。ハバククは、世界の
歴史が大きく転換しつつある時代に遣わされた預言者です。神
に激しく問い続けた信仰者ハバククの姿は、ヨブの訴えに通じ
るものがあります。最後にゼパニヤ書について。同時代の敬虔
な王、改革者ヨシヤの努力にもかかわらず、マナセ以来の罪の
積る中で、ユダへのさばきは必至でありました。ゼパニヤはそ
のさばきを重々しく宣言しています。周辺諸国の滅びも語られ
るが、中心はユダであり、エルサレムです。悔い改めへの勧告
がなされています。終りにユダの救いが語られています。これ
は神の恩恵以外の何ものでもありません。滅びの預言が暗く、
憂鬱であったのと対照的に、救いの預言は明るく、喜びに満ち、
軽やかです。聖書全巻を通じて圧巻とも言えます。小預言書を
味わいながら通読していきましょう。

牧　一穂　牧師
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泉水　浩
a淺野恵子

　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
２３日　フェーン
２５日　内田　勝
２５日　岡本　爽

８月の誕生者
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泉水　浩

農業体験
あぐりパーク 13日～ 15 日

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。

唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　各　ﾌｧﾐﾘｰ

　 各　ﾌｧﾐﾘｰ

　私たちはいつも色々な奉仕をしています。私た
ちは神様に強いられて何かをしているのでしょう
か。そうではありません。神様が私たちに与えて
くださった恵みはあまりにも素晴らしいのでそれ
を伝えずにはいられないのです。しかし、ここに
出てくる放蕩息子の兄は違いました。３０節「そ
れなのに、遊女におぼれてあなたの身代をくいつ
ぶして帰ってきたこのあなたの息子のために
は・・・」と書かれていますが、兄弟なのに、あ
なたの息子と言い、自分の兄弟ではないのです。
父親が父親ではないのです。私たちは神の家族で
す。そして、あなたが、愛せないと思っているそ
の人も同じ神の家族であり、同じ神様がお父さん
なのです。その、お父さんは３１節で「子よ。お
まえはいつも私といっしょにいる。私のものは、
全部おまえのものだ。」と言います。私たちといつ
も一緒にいてすべてを持っている神様が私たちを
愛してくれている。このことをおぼえているでしょ
うか。神様がしようとしていることは、ありのま
まの姿のあなたと、ありのままの神様の姿が一つ
になることです。しかし、私たちはそのことを忘
れてあなたが思うイメージで神様をみてしまいま
す。厳しい父親に育てられた人は、厳しい神様。
父親に裏切られた人は、神様も裏切ると思ってし
まいます。だから、イエス・キリストは十字架に
架かって、あなたの過去の痛みと悲しみを背負っ
て拭い去り、私たちの人生をもう一度新しくして
下さったのです。あなたが、今、神様との関係を
回復しないとどんなに素晴らしい奉仕をしてもど
れだけ働いても全く無意味になってしまいます。
この、放蕩息子のお兄さんにとって神様への奉仕
は奴隷としての義務だったのです。だから、彼は
子山羊一匹もくださらない。と権利がでてきまし
た。私たちも権利を主張するけれど、義務を果た
さないようになってないでしょうか。

　パウロはローマで捕らえられたとき、ローマ人
である権利を訴えませんでした。このように自分
の権利を捨てた人はイエス・キリストです。神は
ご自らのあり方を捨てることができないと考えず、
ご自分を無にし、仕える姿をとった。と書かれて
います。この権利という言葉は自由という言葉と
も訳されています。１コリント８章９節、９章４
節には権利という言葉がでてきます。そして、９
章１節には自由という言葉がでてきます。口語訳
聖書では８章９節の権利は自由と書かれています。
９章１節の「自由がない」の自由は義務がないと
いう意味です。義務がないという言葉と権利とい
う言葉を使ってその権利というのはあなたの自由
であると伝えています。神様は創造の時にアダム
とエバに自由を与えました。我々に似せて人を造
ろう。産めよ、増えよ、地を満たせ。と言われた
神様の権利。人間に与えられた自由。これはどう
いう意味があるのでしょうか。それは、その人が
神様に任せられた自分の人生を生きるために与え
られた権利です。その権利は神様の物が自分のも

のであるという素晴らしいものです。自由とは自
らが神様の道を生きるために自らの責任をもって
生きることです。ですから、自らに対して権利が
あるのです。自らの権利は周りの人に振りかざし
た時点で、自らが神になるのです。しかし神の権
利は自らが人を愛するがゆえに自らを捨てる権利
を行使したのです。自由に決断できるのです。し
かし、なぜ、私たちクリスチャンは妻、夫、子供、
親に対して、自分の権利をいまだに強く求めてい
します。そんな関係で、神様の自由の愛を表すこ
とができるでしょうか。

　そこでイエス・キリストは愛という最大のプレ
ゼントをくださいました。あなたがあなた自身を
保って生きれるようにあなたに自由を与えて下さ
いました。自らの決断で自らの人生を愛する人生
です。そしてあなたの愛で、隣の人にその人の人
生が造り変えられる人生です。私たちは物質や、
行動で愛を表そうとしますが、イエス様は愛とい
う本当の恵です。私がこんなにやってるのだから
あなたもこうしなさい。それは本当の愛ではあり
ません。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。

　私たちはいつも権利という言葉を取り違えて自
分の在り方を保つために相手に求めてしまいます。
しかしそれは弟よりも悪い大変な病を引き起こし
ます。弟は” そうだ帰ろう” と言えましたが、兄
は父がなだめたにも関わらず部屋に入ろうとしま
せんでした。イエス様が今ここにおられたら、私
たちになんていわれるでしょうか。あなたはなぜ、
仕えるのか、教会に来るのか、災害支援をするのか、
日本のために韓国からくるのか。権利は自分の心
をみきわめるために用います。しかし、相手を愛
そうとするとき困難があります。イエス様は自分
が愛した人に裏切られ、自分が癒した人に訴えら
れ、その人のために来たのに、十字架に着けろと
叫ばれました。イエス様の事を思えば私たちが受
ける屈辱は小さいものです。イエス様が愛したよ
うに愛し合いなさい。愛されるではなく愛するこ
とは権利ではなく義務です。愛するとは相手の行
動によらないのです。その義務が果たされるとき
神様はそこに奇跡をもたらします。

「権利と義務」
～そうだ父の元へ帰ろう２～　　　　　　　　　　　　ルカ１５:２２～３２

義務とは愛である。アガペー

神様からの自由の権利を得た私たちは
愛によって権利を捧げ、義務を流す

権利とは自由である。エクスーシア
Ⅰコリント８、９章
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