
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１６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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　先般行われました西日本号災害支援チャリ
ティライブにて、ナイトdeライトさんの渾
身の演奏に岡山の地が癒されました。また、
ゴスペルも出演し、岡山連合クワイアとして
仲間が顔を合わせ賛美する機会に、わたし自
身も恵まれました。
　被災された方々にあっては、困難な状況に
あって喜び感謝することはとても難しいと思
います。だけど音楽は、そんな逆立つ心をも
包み込み、笑顔にする力を持つことを改めて
感じました。
　日常のひとつひとつに感謝して、いま自分
の出来うる精一杯を祈り、喜び賛美し、被災
された方に心を向けていけたらと思います。

「しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、
鷲のように翼をかって上ることができる。
走ってもたゆまず、歩いても疲れない。」 イ
ザヤ４０：３１
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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
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吉備中央町礼拝

（ ２０１８年９月２日 ）
（要約者：藤原　友規子）

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
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聖書の脈
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聖書の脈
福澤師

新約聖書、そしてマタイの福音書の通読が進んでいます。
著者について福音書の本文には、著者の名前が記されてい
ないが古代教会の証言は12使徒の1人マタイとすること
で一致しています。マタイが書いたであろう特徴に第１に、
イエスの教えが多く収録されているが、取税人であったの
で情報が入ってきやすかったということ。第２に、宮への
納入金（17：24 - 27）、借金の返済（18：21 - 35）、賃金
の支払い（20：1 - 16）、財産の管理（25：14 - 30）、兵士
たちの買収（28：12 - 15）等、この福音書に固有で、取
税人の関心を引く記事が多いこと。第３に、税金にかかわ
る用語の使用が厳密であること（22：19の「納め金にす
るお金」）第４に、マタイがイエスと取税人仲間を食事に
招いた記事で、マルコやルカが「彼の家で」「自分の家で」
と述べているのに、マタ9：10では単に「家で」として
います。自分の家であればこのように書くのは自然です。
マタイが自分の働きを明らかにするのを慎んだのかもしれ
ません。このようなところから著者はマタイであることが
推測されています。マタイの元の職業で得た知識などを垣
間見ることができる書物となっております。

牧　一穂　牧師
牧　唯恵　伝道師

西嵜芳栄
池田優香
a西嵜真由美

　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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牧　三貴子

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。
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　各　ﾌｧﾐﾘｰ
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　先日、飛行機からきれいな積乱雲を見ました。積乱雲は
乱気流で、パイロットにとっては大敵です。パイロットの
目には気流が、澄んだ空気が見えます。雲にはたくさんの
種類がありますが、パイロットは雲の性質や風の向きなど
多くの情報から判断して、安全に飛行し、着陸できるよう
に働いています。車の運転は「飛び出してくるかもしれない」
「急停車をするかもしれない」、リスクがあることを予測し
ながら行うことを教えられます。しかし、飛行機は「かも
しれない」運転をしません。多くの情報から最善を選んで
飛んでいる故に、最も事故の少ない乗り物です。

私達は自ら進むべき道を選んで、飛んでいるでしょうか。
ひとまずつっこんでみる…、気付いてはいるが、気にしな
い…。
災害が起こって感じました。これは危険、なにかがおかしい、
警告として感じるのに、正しく判断して行動することがで
きず、取り返しがつかなくなってから後悔する、そして、
人のせいにする、そんなことの繰り返しです。
祈り、神様の目から知恵を得ることのできる私達は、取り
返しがつかなくなる前に、本当にこの道でいいのか見極め
なければいけません。私達には感情と良心があり、感情と
良心はいつも向き合っています。良心があるから感情を制
御することができる、また感情があるから良心を保つこと
ができる。感情が良心を無視し続けるようになるとき、乱
気流とわかっていて積乱雲に飛び込むような飛行機のもの
です。私達が正しく判断できるために、すべきことは祈る
こと。祈りより行動が先になってはなりません。

少年であったダビデが、大きな敵ゴリアテに向かった時、
ダビデには「神様が必ず助けてくれる！」確信があったので、
恐れず勇敢に立ち向かい、石投げで倒しました。イスラエ
ルを守るために戦ったのに、その後、立場を脅かされるこ
とに恐れたサウル王に命を狙われることになりました。ど
んな境遇に置かれても神様を求めるダビデは純粋でした。
先日被災地のための募金活動をしました。子ども達は純粋
な心で、街行く人々にお願いしました。誰かのために純粋
な心で動く彼らはとても大きな力を持っています。「人から
評価されたい」「見返りがほしい」そんな不純な動機で人が
動くとき、得るものがないと行動に価値がなくなるので、
続きません。純粋な心で行動する時には何があっても負け
ないことを現していました。

ハドソン川に不時着して乗客を救った飛行機事故を覚えて
いるでしょうか。パイロットはたくさんの情報から、状況
を判断し、最善を尽くしました。パイロットは飛行ルート
を正確に記憶し、多くの情報を得ながら、管制官の指示を
受けて、状況を見極めて考えました。では、私達に問題が
起こった時を考えてみましょう。人生に問題が起きると、
狭い所に、暗い所に入っていくように思います。打ちひし
がれて、自分だけが悲しみの中にいて、誰にも会いたくな
くて、自分を責めてしまうようなことがないでしょうか。
『彼らは私のわざわいの日に私に立ち向かった。だが、主は
私のささえであった。主は私を広い所に連れ出し、私を助
け出された。主が私を喜びとされたから』（詩篇 18：18,19）
信仰の父であるアブラハムが悲しみの中にあった時、神様
は空の星を見せました。

「主は静けさの中に住まう」とあるのは悲劇の中、暗い所で
小さくなっていることではありません。たとえ荒れた海の
中でも、雷が鳴り渡るような中でも、平安でいることがで
きる、心の静けさです。

今まで生きてきた価値観の殻、私自身が大きくなった時に
は、やどかりのように、殻から出て、大きな殻に移らなけ
ればいけません。小さな殻にとどまっていたら、育つこと
はできません。アブラハムは神様から「子孫が増えて空の
星のようになる」と言われましたが、すぐにそうなったわ
けではありません。神様は私達に大きなビジョンを見せて
くれることがあります。そこにたどり着くためのプロセス
は探さなければいけません。探すために小さな殻から出る
ことを決断するのは私達自身です。決断したとき、神様は
必ず次につながる道を用意してくれています。光があると
ころに出なければ道は見えないままです。

ブラザーローレンスという修道士がいました。戦争で負傷
し、障害をもって生きました。教会で位の低い身分で 30 年
間、皿洗いの仕事をしました。地位もなく、目立つ働きも
なかった彼ですが、国王をはじめ多くの人が頼って訪れま
した。彼の心はプロテスタントの土台となりました。大き
なビジョンが与えられたとしても、小さな働きに忠実であ
ることを神様は望んでおられます。神様のために生きる、
神様の働きを担うこと、それは自分のしたいことだけ、得
意なことだけすればいいわけではありません。神様は小さ
なことに忠実な人に大きなことをまかせます。今置かれた
場所で、小さなことに忠実な者でありたいです。

私達は光の証者として存在しています。『神から遣わされた
ヨハネという人が現れた。この人はあかしのために来た。
光についてあかしするためであり、すべての人が彼によっ
て信じるためである』（ヨハネ 1：6,7）光はイエス様、ヨハ
ネは私達一人一人です。私達は地の塩のように、世の光の
ように生きなければなりません。エジソンは「私達の最も
大きな弱点は、あきらめることである。成功するための最
も確かな方法は、いつももう 1 回だけトライすることであ
る。」エジソンは火事ですべてが燃えた時、「これまでの失
敗がすべて燃えた」と喜びました。エジソンは最も偉大な
発明家は神様であると尊敬していたので、「神様が壊したな
ら、神様がもっと大きなものを作ってくれるのだ！」思え
ました。エジソンは与えられた領域の中で、最善を尽くす
積み重ねで、偉大な発明家に育った神様の証者でした。

「広いところへ」
詩篇18：16-36

災害が起こって

ダビデの純粋な姿

問題が起きた時

①あなたの覆いから出でよ

③あなたは何のために？

②悪に機会を与えない
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最後に

正しい道を進む時は、かならず、楽に通れないことが起こり
ます。そんな時、諦めたり、人のせいにしたり、間違った行
動を選んでしまう弱さがあります。しかし、イエス様は十字
架にかけられた最期の時も、神様に「彼らをゆるしてください。
彼らは何をしているのかわからないのです。」と、彼らの立場
に立ち、神様に許しを乞いました。その姿をいつも覚えてい
たいと思います。広いところへ神様に連れ出してほしいと求
めます。太陽に照らされて光る月のように、私も神様に照ら
されて光を映し、世の人を照らして行きたいです。

正しい道を進む時は、かならず、楽に通れないことが起こり
ます。そんな時、諦めたり、人のせいにしたり、間違った行
動を選んでしまう弱さがあります。しかし、イエス様は十字
架にかけられた最期の時も、神様に「彼らをゆるしてください。
彼らは何をしているのかわからないのです。」と、彼らの立場
に立ち、神様に許しを乞いました。その姿をいつも覚えてい
たいと思います。広いところへ神様に連れ出してほしいと求
めます。太陽に照らされて光る月のように、私も神様に照ら
されて光を映し、世の人を照らして行きたいです。


