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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２３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
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酒井美津子
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楢村明子
辻　総一郎
秦泉寺朗子
佐々木亜弥
唯恵伝道師
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　先日の県北祈祷会でオンヌリ教会の先生を通してヨナ書
から語られました。ヨナは神様からニネベに行くように言
われた時に逃げました。ニネベはアッシリアの首都。アッ
シリアは当時イスラエルを苦しめ、イスラエルの人々に残
忍の限りを行っていました。イスラエルの民であり、預言
者であるヨナにとっては、こんなに神様の民を苦しめる
アッシリアは義なる神様に裁かれて当然の存在であり赦す
ことのできない存在でした。そんなアッシリアの首都ニネ
ベの人々を神様が赦すことはヨナの中の正義心と愛国心で
は到底受け入れられることではありませんでした。アッシ
リアから受けてきた自分の痛みや傷を神様は無視している
と感じました。だからヨナは逃げたのです。けれど、神様
が一番関心をもっておられたのはヨナのその痛みと傷でし
た。そこを癒したいと願っておられた神様はヨナにわざわ
ざ痛みの場所に行くように語られたのです。そこに神様の
癒しがあるからです。私はこのメッセージを聞いて目から
ウロコでした。今自分が痛み・傷と感じている場所にずっ
と置かれているのはそこにいる誰かの癒しのためだと思っ
ていました。けれど、そうではなく、神様は私と一対一で
向き合ってくださる時に、私の痛み・傷に最も関心をもっ
ておられるのだとわかりました。私が神様の愛によって本
当に癒され回復される時、痛みだった場所、荒野のような
私のニネベは神様の愛に満ちた花咲く場所へと変えられて
いくのだとわかりました。そして、その恵みがそこにいる
人へももたらされていくのだと。神様は本当に私の小さな
思いをはるかに超えた良いお方です。神様の愛をもっと
もっと知っていきたいです。
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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
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（ ２０１８年９月９日 ）
（要約者：秋山　恭子）
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聖書の脈
福澤師

聖書の脈
福澤師

今回は新約聖書によくでていくるイスラエルの３つの宗派
の１つであるパリサイ派についてみていきたいと思いま
す。聖書の脈（P392あたり）の本を学んだ方は復習にな
ります。ユダヤは前2世紀の初頭にセレウコス王朝の支
配下に入れられました。エルサレム占領（前168年）に対し、
ハスモン（マカベア）家のマッタティアスが対抗し、マカ
ベア戦争が起こりました（前167年）。マカバイ運動を起
こした理由は、主なる神への信仰を回復するためでした。
しかし王朝が建てられると政治的に没頭していきました。
結果として主への信仰の回復ではなくユダヤが急速にギリ
シャ化していきました。敬虔なユダヤ人はそのことに対し
て反旗を翻したのがパリサイ派だったのです。彼らの呼び
名は「ファシー」からきていて、反対する、反抗するとい
う意味でした。律法学者で復活を信じ、自分たちが神を最
もよく信じていると考えました。しかし年数が経つにつれ
て、律法主義は形式主義に偏ってしまいました。そしてメ
シアとして来られたイエスに最も敵対する存在となってし
まうのです。信仰の継承とは形だけではなく、心が必要で
あることを学びたいと思います。次はサドカイ派について
見ていきたいと思います。

福澤牧人　牧師
岩崎祥誉

牧　唯恵　伝道師
藤原友規子
a泉水　浩

　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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全本　みどり

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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　神様はあなたを広いところへ連れ出されると言われました。
神様が、神様の前にあなたを連れ出すとはどういうことでしょ
うか。それは、鳥が羽であなたを覆うように神様があなたを包
み、そのあとあなたをそこから移すように、あなたが今置かれ
ている所でない所へ連れ出してくださることです。ですから私
たちはそれを信じて、神様が連れ出そうとしてくださる所へ出
ていきたいと思うのです。

　私たちは、問題が起こった時、それをどう扱っているでしょ
うか。「つまずき」という言葉をどう感じますか。マタイは、「つ
まずき」を与えるものは何であるかという時、それは自分の目
であり手であるという方向に話が進みます。
　あなたは何につまずきましたか。その問題は何だったので
しょうか。私たちは、大きな出来事なら、真剣に考え、祈るの
ですが、人生のほとんどは、「小さなこと」がきっかけでつま
ずくのです。それは、私たちが目の前の出来事だけを見て生き
ているからなのです。だから、ちょっとした出来事で、信じて
いたものが崩れるのです。神様は、私たちと向き合うことを求
めておられます。しかし、私たちはそれをしなくなり、形だけ
で判断しようとするので、相手の心がわからなくなり、その人
のちょっとした言動でつまずくのです。
　「もしあなたが、つまずきを目から受けるなら、目を取って
しまえ。手によって受けるなら、手を投げ捨ててしまえ。」と
神様は言われています。当然、つまずきをもたらすのはよくな
いことですが、つまずかせるものに対して聖書には、「石臼を
首にまきつけて、海に投げ込んだ方がましだ」と書いてありま
す。それほど「つまずき」は問題なのですが、避けられない、
と記されています。「つまずかせること」と「つまずきを受け
ること」。イエス　キリストが、マタイ、マルコ、ルカの三つ
の福音書で、わざわざこのシーンを残させたのはなぜでしょう。

　ステパノは、キレネとアレクサンドリア出身のユダヤ人、キ
リキア州、アジア州出身のユダヤ人たちと議論をしました。ス
テパノは、彼らに、みことばによって真実に正しいことを伝え
ました。ところがステパノに本当のことを言われたから腹が立
ち、自分が突き通したいことのために嘘までついたのです。彼
らは、本当のことを言われたので、つまずいたのです。
　この世の忌まわしいつまずきは、自分に対して言われたこと
が自分を傷つける内容であり、それは普段から直さないといけ
ないと悩んでいることだったらどうでしょう。つまずきを与え
るものは、私たちの耳、目、この体であり、今までの生き方で
そこにしこりができているのです。
　私たちは、どうでもいい小さなことで勝手につまずいて、転
んでいるのです。そして、相手とちゃんと話し合わず、聞いて
ほしい、感じてほしい、わかってほしいと、小さなことを大問
題のように誰かに話してしまうのです。

　「つまずき」は、石臼をつけて海に沈めろ、と言われるくら
い大きな呪いです。でも私たちは、たとえつまずいても倒れは
しないのです。それは、神様はあなたのために命をかけてあな
たの人生を全部あがない取って、あなたを広いところへ連れ出
して、わたしはあなたをみているよ、と言われているからなの
です。だからこそ、私たちは、立ち上がる道を選ばなければな
りません。神様は、問題が起きても立ち上がれるようにしてく
ださっているのですから、私たちは、備えなくてはいけなせん。
神様は、恐れるから備えるのではなく、役割を果たすために備
えさせるお方です。神様に祈って、あなたは何のために備える
べきなのか考えてください。

　私たちにつまずきをもたらすものは、相手を見る目、相手の
声を聴く耳、相手の態度など、絶えず私たちがつまずくのは「人」
です。それをあなたが、神の目、神の耳に変えればつまずきか
ら自由になるのです。

　ステパノは天使のようだった、と書かれています。神様は、
あなたが神様を選ぶときに平安を与えられます。そうすると、
あなたは天使のように見えるのです。ステパノがそうであった
ように、自分が汚いと分かった人は、そんな自分でも神様が選
んでくれたことがわかるのです。そうすると、いざという時に
神様を選べるのです。ですから、ぜひ、どれだけ自分が汚いか
よく思い返してください。

　ステパノはなぜ彼らを赦すまでに愛することができたので
しょうか。ステパノは、こんな自分が赦されて愛されたことを
知っていたからです。それは、からし種ほどの信仰です。あの
ユダヤ人たちは、神を知っていましたが、神が自分を愛してい
ることを知らなかったのです。
　神様があなたをどれほど愛しているか、それをあなたが知れ
ば、私たちはつまずくことはないのです。でも、神様の愛から
離れていると、その恵みがわからないと、愛することはできま
せん。
　エリートのエドウィン　スタントンは、田舎者のアブラハム・
リンカーンを批判していました。しかし、大統領になったリン
カーンは、スタントンを自分の右腕となる国防長官に任命しま
した。その決定を改めるよう促した参謀らにリンカーンは、「心
の中の敵を消さなければなりません。しかしそれは、敵を愛で
溶かして友に変えなさい、という意味です。」と言いました。
　神様は、長い年月をかけて、その人を向き合うようにして、
根本的に癒して戻していかれます。神様がアブラハムを選んだ
理由は、それでも神様について行こうとするその人の心、こん
な私でも神様が選んでくれるならというその人の気持ちがあっ
たからです。私の人生を造り変えたいと願うなら、幼子のよう
でなければなりません。神様は、なぜ、私を選んでくれたのか
理解することが出来たら、私たちはこのプロセスを生きること
ができるのです。時間はかかりますが、あなたが神様を選ぶこ
とができれば、あなたの人生は変えられていきます。

　誤った目撃証人のために、一人の人が無実の囚人となり服役
することになってしまいました。彼は、その目撃証人を非常に
憎しみました。でも彼は刑務所の中でクリスチャンに出会いま
した。そして彼もクリスチャンになり変えられました。その彼
が作った歌があります。

　僕の未来　僕の将来は　自分にはわからない
　彼に急に涙があふれてとまらない
　神様が訪れてくれるまで　いつも一人だった
　神様なしでは　生きられない
　神様のように僕を愛してくれる人は　他にはない
　僕は人生が変えられた

　私たちの勘違いは人をつまずかせます。しかし、つまずきの
中で、私たちが立ち上がることを決意すると、そのつまずきが
再び人々を和解させ、人生を造り変えることができるのです。

「つまずきと立ち上がる道」
マタイ１８：１～１０、使徒６：８～１２、７：４７～６０
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ステパノの説教
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マタイ１８：１－１０
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