
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
（９月２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

岩崎祥誉
泉水京子
a全本みどり
日名陽子
永井比和子
富岡美千男
西嵜達也
唯恵伝道師
岡本英樹　
藤原友規子
牧三貴子
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　最近、仕事などで少し忙しい時期がありま
した。その時に思い浮かんだのが、テサロニ
ケⅠの「いつも喜んでいなさい」でした。私
の好きな聖書の御言葉の一つなのですが、そ
の御言葉が浮かんだ時に私は今、日々の出来
事をこなしているだけになっていないかなと
思わされました。
　日曜日の礼拝や祈ってもらうことを通して
も、この「喜び」という言葉が耳に残り、今
私に必要なことだと感じました。
　周りで支えてくれる人達や聖書の御言葉か
ら元気を貰って、日々の仕事や生活の中でも
喜びや感謝を忘れずに過ごしていきたいと思
います。

テサロニケ5章 16~18節
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。
すべての事について、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。

 ゼカ11～マタ1　　　　水2金4

※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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（ ２０１８年８月１９日 ）
（要約者：平澤　瞳）

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

　今週はゼカリヤ書についてみていきたいと思います。著者は
ゼカリヤで預言者であるばかりでなく祭司でもありました。彼
はバビロニヤで生れ、前538年ゼルバベルとヨシュアの指導の
もと、ユダに帰還した民のうちの1人でありました。彼の祖父
イドはネヘ12：4に帰還民の1人として記録されています。
ゼカリヤはハガイと同時代の人ですが、ハガイより後まで活動
を続けています。彼はその活動の初期には若かったことから、
アルタクセルクセス1世（前465―424年）の治世頃まで活動
したのではないかと言われています。ゼカリヤ書の目的やテー
マはハガイと同様、神殿再建工事を完成するためにユダの人々
を戒め、励まし、動機付けをすることにあります。彼の目的は
それと共に民の霊的な刷新にありました。主はイスラエルに、
もし主に帰るなら主は彼らのところに帰る、そして主の言葉は
続いて実現する、と語ります。また、ゼカリヤ書は旧約の中で
最もメシヤ的であり、黙示的であり、終末論的な特徴がありま
す。ゼカリヤの名前も「主は覚えて下さる」という意味があり、
神の人格的、契約的な名「主（ヤﾊウェ）」は、神がご自身の約
束に忠実であるということを意味しています。主はご自身の契
約を「覚えて下さり」、それを実現するために行動して下さる
のだということを伝えているのです。神殿が再建された後、ト
ンネル時代に入ります。表だった神様の働きが見えなくなろう
とも神様はイエスキリストによる福音伝播のために綿密な計画
を遂行されていることを学んでいます。ゼカリヤ書の最後には
人間と国家に対する過去、現在、未来の歴史を通じて一貫して
流れる神の主権を伝えています。そのことを感じながら通読し
ていきましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

全本みどり
西嵜芳栄
a西山秀平

　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

池田　優香

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。

舛　田ﾌｧﾐﾘｰ

　芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

　日　名ﾌｧﾐﾘｰ

　蛇口から水が出ることは私たちにとっては当たり前の
ことです。しかしそのような文明を驚くような場所で生
活していた人がいたとします。もし、その人が始めて水
洗トイレを見たらどんな行動をとるでしょうか？もしか
すると溜まっている水で手を洗ったり、その水を飲もう
としたりするかもしれません。それを聞いて私たちはバ
カにして笑ったり、汚い！と軽蔑したりしてしまうかも
しれません。しかし、その思いは一体どこから来たので
しょうか？大抵の場合、私たちは自分の経験で得た知識
や感情でなんとなくそう感じる、いわゆる「気持ちの問
題」という自分の物差しで物事を判断していないでしょ
うか。もしこのことであなたの人生が左右されているな
らば、非常にもったいないことです。今日、アブラハム
とイサクの生き方からあなた自身の生き方を振り返り、
これからの歩みに繋げていきましょう。

　アブラハムはアブラムと呼ばれていたとき、神様に「わ
たしの示す地へ行きなさい」と言われ、新しい地へ出て
行きました。その間アブラハムと呼ばれるようになるま
で、彼は自分の思いで行動し失敗することもありました
が、すぐに神様の言葉に戻り歩みました。そして、そん
なアブラハムに対し、神様はとことん寄り添い、アブラ
ハムが信仰の父となるよう導かれました。
アブラハムの生きた道をみると、神様がどんな思いで人
を愛しているかがよく分かります。アブラハムはその雛
形といえるでしょう。神様はアブラハムを多くの祝福で
満たしました。しかし、アブラハムにとって神様から約
束された祝福を手にすることができない事柄がありまし
た。アブラハムとサラとの間には長い間子どもが与えら
れませんでした。そのうえ、やっと与えられたイサクを
今度は神様に捧げるように命令されました。しかもそれ
はアブラハム自身のいけにえとして捧げるように言われ
たのです。
　親であれば自分のために大事な子どもを犠牲にすると
いうのは、決してできないことのように思われます。も
し、このときアブラハムが自分の気持ちに従ったとした
ら、きっと聖書にあるような神様の声に素直に聞き従う
姿は見られなかったでしょう。しかし、アブラハムはこ
の事を通して神様を恐れること、すなわち神様に信頼し
全てを委ねることを決断し、信仰をもって神様の御前に
出て行きました。これはアブラハムが神様に対する信仰
の確信を得るだけに留まらず、神様によってアブラハム
が信仰の父となるための大事な成長のプロセスだったこ
とが分かります。
　神様は全能の方ですから私たちの将来をご存知です。
それにも関わらず、私たちは信仰が試される時がありま
す。そこにはどんな意味があるのでしょうか。そして、
そのような時に私たちは一体どのようにしたらよいで
しょうか。

　神様は人間を完璧に創造されました。しかし私たちは
苦しみや悲しみの前に文句を言ってしまいます。信仰と
は、アブラハムのように望んでいるものがなかなか与え
られない状況にあっても、一番大事なものをとられる状
況にあっても決して動じず神様を信じて生きることで
す。そこには愛が必要です。もし、神様に愛されている
ことが分かっていれば、神様との間に信頼関係ができ、

与えられる者から惜しまず捧げる者となることができま
す。それはイサクの姿をみても分かります。イサク自身
も自分が捧げられるのだということをきっと感じとって
いたことでしょう。しかし、聖書の箇所では全然抵抗し
たように書かれていません。そこから自分は死ぬかもし
れないという思い以上に、それでも信頼する父アブラハ
ムの言葉に従う決断、父が信頼している神様を信頼する
決断をしたのではないでしょうか。あなたと神様との間
にそのような信頼関係はありますか？

　神様と共に歩む人生の中で、あなたが神様にせよと言
われたことをするとき、その責任は誰が取ってくれるで
しょうか？もし、なにかあったら自分が責任を取らなけ
ればいけないという思いがあるならばそれは間違いで
す。責任感は大事ですが、責任は命令をした人にありま
す。もちろん、それは言われたことを忠実に行った場合
に限ります。もし言われたことに従わず自分の思いで
行っているなら、自身が責任を取らなければいけません。
そのような時、私たちは不安のなかを歩まなければなら
なくなりますが、愛の方である神様はそんな私たちを決
して見放したりはしません。いつも寄り添い、私たちが
神様に立ち返るように励ましてくださいます。立ち返る
なら、神様は赦し、道を示し、責任を取ってくださいます。
私たちは目の前に見えることしか見えません。しかし、
神様は私たちの将来をみて働かれています。もしあなた
が今、信仰が試されていると思うなら、それは将来のあ
なたのために備えをしているのだということを受け取り
ましょう。これは、神様を信頼し歩む中で信仰の父とし
て成長していったアブラハムと同じです。イザヤ 55:1－
11 からも、神様が語られるとのことを行うなら必ず成
し遂げられることが分かります。神様に全てを委ね、信
頼し、みことばに従っていきましょう。

　インスピレーションとは、ひらめきという意味ですが、
語源は「神の息吹を与えられること」であり、この言葉
には神様の存在を表しています。私たちクリスチャンは、
人々に多くの気づきを与える存在として、愛を伝える者
とならなければいけません。そこで大事なのは、神様に
従うために自分の権利や持論を捨てる決断です。神に従
うために自分の命よりも大事な者を殺してでも従おうと
する姿です。自分の思いや感情に左右されて神の息吹の
場所、あなた自身を荒れ果てさせていませんか？今、主
を愛し、主に信頼し従っていきましょう。全てをご存知
の神様は私たちに絶えず確信を与えようとされていま
す。今、あなたの中に突かれたら神様の存在が揺らぐよ
うなものはないでしょうか？一度捨てたつもりでも、そ
こを突かれたら弱いというところがあるならば、何度で
もそこと向き合わなければいけません。アブラハムは神
様を恐れていました。この恐れるとは、単に恐がること
ではなく、ヘブル語で「神様を信じること」を意味します。
私たちも信仰の継承者として心をかたくなにせず、何か
あれば神様を離れるような人生ではなく、もっと神様に
近づいて神様の声に聞き従う者、神様を証しする者と
なっていく必要があります。神様の思いを無にしてはい
けません。神様を愛し信頼するために、自分の権利を捨
てて立つべき場所に立ちましょう。

「権利と義務3」
～神の協力者～　　　　　　　　　　　　　      　　　創世記２２：６－１３

②神様は解決者～責任はどちらに？～

③あなたは神のインスピレーション

アブラハムと神様の関係から学ぶ

あなたの思いはどこから来ていますか？

①信じるだけではなく愛するものへ
～どんな境遇にあっても～
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