
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９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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　わたしは今、理学療法士 (PT) という医療職の資格
を取るために専門学校に通っています。
今までの環境とは全く違って、新しい友達もできま
した。遊びに誘われた時、日曜日に誘われることも
多くあります。その時に、「どうしていけれんのん？」
と問われることが多く、何らかの事情があるといつ
も言ってしまう自分がいました。しかしあるとき、
作業療法学科 (OT)のある子がギターをしていると友
達から聞いて、話しかけてみるとその子は包み隠す
ことなく自らをクリスチャンであると言っていまし
た。賛美のことで話ができたり、いろんなことを話
せるとてもいい関係になれたとともに、身近に神様
の存在を感じることができました。それからは、少
しの友達には日曜は教会に行っているから遊べない
んだーと言うとみんな普通に受け入れてくれていま
す。身近な神様の愛に感謝。

何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神
はその願いを聞いてくださるということ、これこそ
神に対する私たちの確信です。
私たちの願う事を神が聞いてくださると知れば、神
に願ったその事は、すでにかなえられたと知るので
す。 ( I ヨハネ5:14～15 )

 マタ2～8　　　　水5金7

※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

TESTIMONYTESTIMONY「コラム」
は今、理学療法士 (PT) という医
めに専門学校に通っています。
環境とは全く違って、新しい友達も

「コラム」
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聖 日 準 備
食 事
片 付 け

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~
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早天祈祷会6：00~

吉備中央町礼拝

聖餐礼拝

PMナイライコンサート
ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室16：30~
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ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~

丸井克己

永井千愛

那須陽子　眞砂永一

岩崎晃輝

小根久保麻由美
眞野明美

富岡千秋

牧希穂乃

ワールニー

西嵜達也

リンダケ

澤口明子　楢村紗英

青木容子
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藤原友規子

泉水京子

佐藤仁実
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青木容子
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PMナイライコンサート

那須陽子那須陽子　眞砂永一
小根久保麻由美

眞野明美

（ ２０１８年８月２６日 ）
（要約者：岡本　英樹）

スモールファミリー

ふるさとミーティング

中国教区聖会
北野師in三滝

聖書の脈
福澤師

　今週はマラキ書について書いていきます。時代背景に関して，マラキ
書本文から幾つかの間接的なヒントから推察することができます。まず
神殿再建への言及がなく、神殿礼拝が習慣的なものに堕してしまってい
ることは、神殿再建後かなりの時間が経過していることをうかがわせる
が社会状況はエズラ-ネヘミヤ時代と通じるものです。すなわち貧しい者、
弱い者への抑圧、雑婚、祭司の腐敗、ささげ物の軽視。このことから、
マラキ書はエズラ -ネヘミヤとほぼ同時代のものとすることとされてい
ます。しかしどの時代に属するかについては確定的な証拠がないが、ネ
ヘミヤの総督第1期と第2期の間に置くのが最も適切であると思われて
います。すなわち前516年、総督ゼルバベルのもと、民は神殿再建を完
します。前458年、エズラは数千の民と帰還します。ペルシヤ王アルタ
シャスタはエズラに神殿礼拝と律法遵守を奨励します。13年後（前445
年）、王はネヘミヤにエルサレム帰還と城壁の再建を許可します。総督と
して任命されたネヘミヤは社会正義、雑婚、献金等の数々の改革を成し
遂げます。前433年、ネヘミヤはペルシヤ王に仕えるために帰還します。
ユダヤ人は再び献金、雑婚、安息日、祭司の腐敗等の罪に陥ります。マ
ラキはこの時期に預言者として活躍します。この後ネヘミヤはエルサレ
ムに再び戻り総督第2期の任務を果たすとされています。マラキ書の中
心思想は契約概念です。神と神の民との契約関係が全体を貫いています。
イスラエルへの神の愛で始まり契約の義務を遂行するようにとの招きで
終っていることからも明らかです。全55節のうち実に46節が、「わたし」
（主）と「あなた（がた）」（イスラエル）との対話形式で記されているこ
とからも理解できます。また契約関係の故に主はご自身を父、イスラエ
ルを子として表しています。イスラエルの根本的な罪は、この関係を損
なうことです。イスラエルが悔い改めと改革により神の祝福を再び受け
るようになることが書かれています。ですからマラキの中心的な意図は
民を主との個人的な生きた関係に引き戻すことにあります。現代におけ
るキリスト者にとっても大いなる警告の書となっています。これで旧約
聖書が終ります。新約時代まで約400年ありますが、その中で歴史の主
として神様が治めているいることを感じながら、マタイへ入っていきま
しょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

岩崎祥誉
泉水京子
a全本みどり

　１日　淺野愛可
　　　　村部稜太
　２日　眞野明美
　　　　小根久保麻由美
　　　　那須陽子

　２日　眞砂永一
　３日　青木容子
　８日　佐藤仁実
　　　　藤原友規子
１３日　牧　希穂乃

１４日　リンダケ
１６日　岩崎晃輝
１７日　小林　茂
１８日　丸井克己
１９日　富岡　牧　　　

１９日　富岡千秋
２０日　ワールニー
　　　　楢村紗英
　　　　澤口明子
２５日　永井千愛

２７日　西嵜達也
２９日　泉水京子
　　　　ケルビン

９月の誕生者
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河島　晃太

農業体験

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。

祥　誉ﾌｧﾐﾘｰ

　行　司ﾌｧﾐﾘｰ

　幸　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　アブラハムは、神様と出会って、そしてイサクが与えられ、神様の恵
みを知ったその時から、彼はその人生の終活を初めたのです。イサクに
自分の遺産を継承させていくのです。なぜこんなことをするのでしょう
か？聖書をみると理不尽に感じます。イサクという人間が、この地に生
まれます。そして、４０歳になって結婚します。そのあと何年子供がで
きなかったでしょうか？２０年です。父と同じような現象がおきるので
す。２０年も子供ができなくて彼はどうしたでしょうか？「イサクは自
分の妻のために主に祈願した。」これはただの祈りでありません。非常に
強い願いです。祈って願って願って２０年。イサクは祝福されていまし
たが、子供を与えられませんでした。しかしイサクは、アブラハムのよ
うにうおさおして神様の前にでる歴史がないのです。彼の人生は祈願し
ただけだったのです。だから神様は、彼にその約束を果たしました。そ
れは当然、父アブラハムの祝福です。なぜこのようになったのか？アブ
ラハムが彼に継承したその信仰が彼の中でちゃんと備わっていたからで
す。終活とは、私たちの物理的継承ではなくお墓に神様が入れた物は、
ただの肉体であって先祖代々に加えられた物は、信仰なのです。だから
現代に至るまで神様は、アブラハム、イサク、ヤコブとして今現在の自
分の神なのです。神様は、アブラハムのときに生きて働き、その信仰を
イサクに継承させ、イサクに継承させた思いをヤコブに与えそしてヤコ
ブの思いをあなたに今、今日に継承されている。継承のスタイルは以心
伝心、子供に伝えて言ったもの。何を継承するのか？それは、アブラハ
ムの信仰の生き様です。揺れ動く人生の中で神様と出会い神様の示す地
に行き、アブラムがアブラハムになって信仰の父になっていく、その結
果【父】になったのです。父になった後、どうなったでしょうか？揺れ
動かなくなったのです。救いは恵みによるものです。しかし、その救い
の完成は、次の世代に継承される自己に対する死なのです。今回ユース
キャンプでのメッセージに「このユースのリバイバルは、あなた達の責
任なんだ。お前たちが教会に、帰って子供達に友達にこの愛を伝えなけ
ればダメなんだ。」というメッセージでした。そういう風になって子供達
が、変わったら日本はどうなるでしょうか？神様はこの世代に、なにか
計画をもっていると言わざるおえません。彼らが良くなるためにどうし
たら良いでしょうか？私達がしなければならないことは、アブラハムの
ように、聖書の中に出てくる人物のように、ダビデように失敗したら戻
る人生を、彼らに見せなければならないのです。絶えず神様を求めて祈
る人にならなければなりません。アブラハムがイサクに継承したものは
なんだったのか？それは、【祈る】ということでした。イサクがしたことは、
ひとつ【主に祈願した。】アブラハムの信仰を、イサクが完成させたとき、
その祈りに答え彼が確信するためだったのです。【祈ったら聞かれる！！】
今問題を抱えている人は、この問題を解決する一つの答えは、なんです
か？【祈り】です。神様は、あなたと向き合いたいのです。だから一回
目に話ました。【帰ろう！！父の元に帰ろう！！】私達の義務は【神の元
に帰ろう！！】

　人に頼りたくなります。何とかしてって言いたくなります。だけどア
ブラハムとイサクが神様からとことん学んだ事は、私に信頼せよという
事だったのです。それ以外にないのです。【鼻から息のでる者に頼るな】
と言われたのです。そして主に従ったのです。アブラハムは神を信頼し
ていたので、ごちゃごちゃ言わなかった。イサクも神様を信頼していた
ので、神様に文句を言わなかった。あなたのヒストリーはどう書かれて
ますか？信仰の継承は、肉体的継承ではない。霊的継承です。あなたと
同じビジョンを、必ず次の誰かが継承する。でもその影響はあなたから
必ず流れる。アブラハムがイサクに流した終活は揺れ動かない人生を彼
にさせようとした。アブラハム、イサク、ヤコブの人生を見ると、理不
尽なことがたくさんある。なにが問題だったのか？二つの問題があって
一つはエサウの心に問題があった。神様を素直に求める姿でなかった。
神様の計画をイエスキリストからあなたに繋ぐために、神様のその人の
心をみているのです。人はうわべを見るが、神は心をみる。神が求めら
れるのは、砕かれた悔いた心である。神様は、人の心で選ばれる。神を
愛そうとする、戻ろうとする思いを尊ばれる。

　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。

　恵みで私達があることを忘れないでください。神様が、終わりの時代
に私達をヤコブのように祝福されているのです。ヤコブはかかとだった
のです。かかととして神様に出ました。そしてその姿を見てヨセフもそ
の思いを継承した。ヨセフは、兄弟を救う事になりました。かかとを引
き継いだ。神の恵みの中で今日ここにいるんだとういう事を忘れず、あ
なたの義務として覚えてください。

　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。

　満州事変が起きたとき、日本軍は約１０００万人の人を、殺したと言
われています。そのときに彼は、満州国に小さな日本語礼拝に招かれま
した。そんなとき、その中国の教会も地下で礼拝を続けていました。彼
はその教会に呼ばれていくのです。日本語礼拝の人は、そこに行っては
いけませんと言われました。あなたが殺されてしまう。でも彼は、いや
これが神の召しなら、私はそこで殺されてもそこに行く。するとそこに
たくさんの中国人がいました。日本人の牧師という者が、ここで説教を
しにくる。俺たちに何かを教えようしている。と大騒ぎになった。そこ
で教壇に立ったとき彼はこんな風に語りました。「皆さん、日本は皆さん
の国に対して、残虐の限りを尽くしています。私は皆さまに講演するた
めに来たのではありません。お詫びするために来たのです。もちろん、
お詫びして赦されるものでもありません。しかし、赦せない罪ではあり
ますが、せめてクリスチャンである皆さまには、十字架上で流されたキ
リストの血潮のゆえに、お赦しいただきたいのです。」そういって泣き崩
れたそうです。すると中国の方々が、みんなが教壇に登り詰めて私達こ
そ大きな罪を犯していた。神が遣わしたあなたを私達は呪っていた。私
達が祈って悔い改めなければならなかった。中国と日本に回復が起きた。
そしてその話は、中国の蒋介石にまで届きます。彼はこんなにまで我が
国を蹂躙する日本は憎い。しかし日本は、日本に一人の男、賀川豊彦が
いるかぎり日本は憎めない。と言った。蒋介石があの２００万人の日本
人をなんで黙って返したか？それは賀川豊彦のあの悔い改めによる祈り
からです。アブラハムの父の信仰は、この賀川豊彦にまで継承された
のです。そしてあの満州国で大変な失敗を犯した日本軍は、なにも
咎められるとこなく日本に帰ったのです。アブラハム、イサク、ヤ
コブの神はそのあとあなたにその使命を託し、今私達はそれを握っ
ているのです。あなたがもし選ぶなら多くの人を救うことになる。
あなたがもしその継承を、拒むならそこでその命懸けの継承は終わ
る。一人のその国のリーダーまで、覆る神の愛はなんと深くて大き
いのでしょうか。自らの命を自らの義務のために、捧げて自分を無
にして仕える姿。なぜ賀川豊彦が、こんなことができたか？それは、
イエスキリストがそれを選んだからです。今この場所に立つ恵みは、
私達の人生を顧る時にどれほどの恵みでしょうか？しかし私達の人
生は、その神の愛とは真っ向から反し、その計画を悉く壊し歩んで
きた人生です。アブラハム、イサク、ヤコブが継承してきた【父の
元に帰り祈る】揺れ動かされない人生を、私達も引き継いで歩んで
行きましょう。

「権利と義務４」
アブラハムの終活～心まっすぐに神を求める者に～　　　創世記２５：７－９

③インスピレーションの継承
　　息を吹き込まれたもの

賀川豊彦

①親になるとは
　～継承すること　どうつなぐか？

アブラハムの終活

心まっすぐに神を求める者に

②恵みの中で心すぐな人を選ぶ　
　神の恵み
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15

22

29
ぼやき会15：0000 ~ 早天祈祷会6：0000 ~

県北祈祷会20：0000 ~
早天祈祷会6：0000 ~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室16：3033 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ
ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室

15：0000 ~

永井千愛

21
早天祈祷会6：0000 ~

2019
早天祈祷会6：0000 ~

19：3033 ~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

富岡千秋

18
ぼやき会15：0000 ~

丸井克己

1716

聖餐礼拝

岩崎晃輝

14
早天祈祷会6：0000 ~

1312
早天祈祷会6：0000 ~

11
ぼやき会15：0000 ~

109

吉備中央町礼拝

牧希穂乃

ワールニー

西嵜達也

リンダケ

澤口明子　楢村紗英
小林茂

泉水京子
ケルビン

1515141413131212111110109

スモールファミリー

中国教区聖会
北野師in三滝

聖書の脈
福澤師

農業体験


