
聖　餐　礼　拝聖　餐　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 26 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

平澤一浩

全本みどり
西嵜芳栄
a西山秀平
藤原友規子
佐々木芽生
岩崎まり子
平澤　瞳
澤口建樹
西嵜真由美
岡本英樹
河島晃太
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　「私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、
今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほ
かどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私
たちを引き離すことはできません。」ローマ８：３８～３９
　昨年から、私には心から喜ぶ事のできない長い長い時期がありました。
上記のローマ人への手紙の御言葉は、その長い季節に終わりを告げる御
言葉でした。喜ぶことの出来ない私は、神様に感謝する事が次第に難し
くなっていきました。いつも心は虚しく、さびしく、新しい事をする気
力もなく、取り残されたようなそんな気持ちでした。ぼやき会で、いつ
も祈ってくれるみんなからアドバイスがあり、焦らないで今の状態を “季
節” だと思ったらいいというアドバイスをうけ、自力で何とかしようと
もがくのを止めました。 祈ってこの季節を静かに過ごすことにしました。
私は毎朝のデボーションで、リビングライフと平行して、「わたしは決し
てあなたをひとりにしない」というデボーションの本に6年前に出合い、
毎朝デボーションをもっています。長い季節に終わりを告げた、御言葉
をいただいた、その日の記事を紹介させていただきます。あなたがわた
しのもとで静かに座っているとき、わたしはあなたの心を感謝で満たす。
これが、感謝の姿勢を身につけるいちばんの近道だ。
あなたの心の向かう先が必要なら、あなたのために注ぎだされた十字架
のわたしの愛を見つめなさい。天にあるものも、あなたをその愛から引
き離すことは決してできないことを思い起こして．．．．。このことを心に
留めることで、あなたの内に感謝の土台が築かれる。周囲の状況に揺る
がされない土台が。今日の旅路を歩みながら、道のあちらことらに計画
的に置かれた小さな宝物を探してごらん。わたしはあなたに先立って進
み、あなたの一日を明るくするちょっとした喜びを、愛をこめて植えつ
ける。注意深く探して、ひとつずつ摘んでいこう。一日が終わるときには、
愛らしい花束ができている。感謝の心で、それをわたしにささげなさい。
わたしの平安を受け取って、眠りにつきなさい。心の中で、感謝の思い
が子守唄を奏でているのを聞きながら．．．涙が溢れました。神様の私へ
の愛の前に砕かれました。喜べない、喜べないと虚しく、自己嫌悪に陥り、
なんと自己中心的だったかを。神様は日々与えてくださっていたのです。
わたしは、わたしが喜ばしいとおもうものを探していました。しかし神
様の私に与えて下さっている宝は日々あちらこちらにあり、しかし注意
深く探さないと見つからなかったのです。その日から、神様の置いてく
ださっている宝を見つけたいと思うようになり、神様はどのようにして
私を喜ばそうとしておられるのか、自分目線ではなく、神様に聞くよう
になりました。周囲の人からみると些細な些細な出来事、わたしと神様
しか知らない出来事、そのような宝に目を留め、感謝することのできる
恵をいただきました。そして一日の終わりに神様にその喜びをもって心
から感謝の祈りを捧げる事ができるようになりました。
　「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝
しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたがたに望んで
おられることです。」
Ⅰテサロニケ５：１６～１８
　わたしのうちにおこったのは、御言葉の成就でした。
主の御名は誉むべきかな。神様に心から感謝します。
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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

日 月 火 水 木 金 土
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はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威あ
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な被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から
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「季節の終わり」
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聖餐礼拝

（ ２０１８年８月１２日 ）
（要約者：辻　総一郎）

スモールファミリー

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

19時～特別集会
天野弘昌師

今週はハガイ書について書いていきます。著者は1：1「預言
者ハガイ」とありますので、ハガイであることは間違いないと
思われます。またハガイはユダとエルサレムにおいてゼカリヤ
と同時代に活躍した預言者であることがわかっています。「ハ
ガイ」は「祭」からきた語で、「祭の」という意味があります。
恐らくエルサレムの三大祭（種を入れないパンの祭、七週の祭、
仮庵の祭）の期間中に生れたのでこう名付けられたのだろうと
推測されています。ユダヤ伝承などから、ハガイは本預言を語っ
た時には破壊前の神殿を見た経験のある老人であり、その死の
直前に最も重要な使命が与えられたと言われています。ハガイ
書のテーマは1：8の主の言葉、「宮を建てよ。そうすれば、わ
たしはそれを喜び、わたしの栄光を現わそう」という言葉にな
ります。神殿がネブカデネザルによって破壊され、70年間の
バビロン捕囚の後、前538年、エルサレムに帰還した民によっ
て神殿の再建が始まりました。途中で中断することなりますが、
前522年ダリヨス1世が王位を継ぎ、前486年まで治めました。
政治は安定し、神殿再建の思いが再び起されました。ハガイ、
ゼカリヤが預言を始めたのはダリヨス王即位後2年目、前520
年のことであるハガイは、神殿再建中止の責任は敵にあるので
はなく、イスラエル自身の無気力にあると語りました。こうし
て神殿は前516年に完成し、奉献されました。旧約聖書の大き
な流れ、人→新地→王国→分裂→再建が見えてくると思います。
まもなく旧約聖書が終わります。聖書の脈をつかみつつ、読み
進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
舛田幸恵　先生
牧　唯恵　伝道師
平澤　瞳
岩崎まり子
a藤原祐子

　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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19時～特別集会
天野弘昌師

富岡　牧

農業体験
あぐりパーク 13日～ 15 日

日　名ﾌｧﾐﾘｰ

　幸　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　行　司ﾌｧﾐﾘｰ

　自分が今どういう状況にあるのか、どうい
う状況に立っているのか、自分の立場は何な
のかをしっかりと理解していないと、その時
その時に起きる大事な出来事に気づくことが
できず見過ごしてしまいます。

　創世記 22章 1節～ 4節
 22:1 これらの出来事の後、神はアブラハム
を試練に会わせられた。神は彼に、「アブラ
ハムよ」と呼びかけられると、彼は、「はい。
ここにおります」と答えた。
 22:2 神は仰せられた。「あなたの子、あな
たの愛しているひとり子イサクを連れて、モ
リヤの地に行きなさい。そしてわたしがあな
たに示す一つの山の上で、全焼のいけにえと
してイサクをわたしにささげなさい。」
 22:3 翌朝早く、アブラハムはろばに鞍をつ
け、ふたりの若い者と息子イサクとをいっ
しょに連れて行った。彼は全焼のいけにえの
ためのたきぎを割った。こうして彼は、神が
お告げになった場所へ出かけて行った。
 22:4 三日目に、アブラハムが目を上げると、
その場所がはるかかなたに見えた。

　神様がアブラハムに出したオーダーは自分
を捧げるのではなく、自分にとって人生で一
番大事な一人息子を自分の罪のために捧げな
さいという事でした。
　アブラハムも心が騒いだはずですが、「今
まで私を守ってくれた神様が悪くなんかする
わけない」「たとえ自分が手にかけたとして
も、神様はその子を蘇らせることもできるし
大丈夫だ」と神様に信頼し、神様が助けてく
れると信じました。

　私達は裸で生まれ何も持たずこの世に生ま
れましたのだから、自分のものはありません。
自らのものを得ようとすると失うから、捧げ
なければいけません。
私達は、時間でさえイエス様に贖ってもらっ
た時間を使っているのです。
「私が守る」等と言わないでください。そん
な能力はありません。しかし、守る方法はあ

ります。それは神を信頼することです。
信じるとは失うことを恐れない事です。

　塩はたとえ水に溶けてもまた塩に戻りま
す。私達は人生の中でたくさんの経験をして、
溶けたり、くっついたりしいろいろな所で神
様の愛を流す事で、良い塩になり、人々に良
い影響を与える事が出来ます。
イエス様は、「私は神のあり方を捨てる事は
出来ないとは考えない」と言って自分を無に
しました。
　しかし、イエス・キリストである神の存在
を保ちながらこの地に溶けてきました。
神様は、塩が溶けてまた塩に戻るように、私
たちを無にはしないので信じて歩みましょ
う。

　捧げるということは友なんです。友という
のは、その友が誰からも見捨てられようと一
緒にいようとし、その友が間違った道を進も
うとした時に、命を徹してでもかかわろうと
する者の事です。イエス様は私達の為に友と
して命を捨てられました。イエス様が私達に
してくれたように流していくことが捧げると
いう事です。
　神様は私たちの人生を悪いようにするわけ
がありません。しかし、その中で問題と思え
るようなことが起きたのなら、それは私たち
にとってテストです。悪しきものが私たちに
仕掛ける様々な罠を私たちの卒業のテストと
して用います。そして、それを乗り越える時
にもう一つ上の領域に歩みを進めることがで
きます。あなたは神様のために一番大切な事
を置くことができますか？神様以外に、あな
たが神様以上に大切にしてしまうものがある
なら、今それを神様に預けなくてはなりませ
ん。

「権利と義務２」
～捧げる～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創世記２２：１～４

捧げたものは揺り動かされない　
～塩として溶ける～

イエス・キリストの友になる

アブラハムに神様がしなさいと言ったこと

私達は自らの事を見失ってはいけない

捧げるとは救いの完成である　
～裸で生まれ裸で帰る～
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ふるさとミーティング

誕生者のお祝い


