
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
（１０月７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

岩崎祥誉

平澤　瞳
小根久保麻
a泉水京子
永井比和子
眞砂永一
佐々木亜弥
西嵜真由美
牧唯恵伝道師
李  雋英
澤口建樹
岩崎雅弘
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　私は町役場で働いています。公務員は全体の奉仕者と昔
からいわれますが、それに加え最近は住民目線を大事にし
て協働でまちづくりを進めていくような流れがあります。
確かにそれも大切なことですが、私が担当している業務で
関わる人々、その他最近は災害が多いので、そこで関わる
方々、職員同士であったり住民の方であったり、様々な人
たちと日々関わる中でますます大切だと思わされるのは、
「神様の目線」や「神様の思い」です。
関わる人々の中には権利を主張する人もいますし、何に
頼ったら良いか分からず間違った方向に行ってしまう人も
います。私はそんな人たちを前に時々苛立ったり、見下し
たり、その人のことをあきらめそうになったりします。し
かし、そんな私に神様は「何処を見ているのか、わたしを
見なさい。」と言われ、悔い改めと気づきを与えてくださ
います。

『何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだっ
て、互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい。自分
のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた
がたの間では、そのような心構えでいなさい。それはキリ
スト・イエスのうちにも見られるものです。（ピリピ2:3
－5）』
神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは
考えなかったイエス様の心といつも一致できるように、心
を整えて大切なことを守っていきたいです。
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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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吉備中央町礼拝

（ ２０１８年９月２３日 ）
（要約者：富岡　牧）

スモールファミリー

誕生者のお祝い

特別夕礼拝
滝元　望師

ナイライ
特別集会

今週からマルコに入ります。マルコは、バルナバのい
とこであり（コロ4：10）、パウロとバルナバの第1
回伝道旅行に「助手」として随行していたマルコです。
パウロは第2回伝道旅行の際、前回途中で脱落したマ
ルコを同行させることを拒み、反目の結果、別行動を
とります。だが、後に2人は和解し、パウロはマルコ
を「同労者」と呼んでいます。マルコはまた、ペテロ
とも特別な師弟関係にありました。この福音書はマル
コがペテロの証言を軸に記述したと言われています。
イエスの伝道はペテロの召命に始まり、その初期では
カペナウムのペテロの家を中心に展開されていきま
す。奇蹟の記述は目撃者証言のように詳細です。また
ペテロの受けた叱責や失敗も詳しく描かれています。
この福音書はペテロの死後、すなわち60年以降、そ
して13章の神殿崩壊の預言の成就以前、すなわち70
年以前に記されたと考えられています。マルコの福音
書の特徴として簡潔な表現で、短くまとめられている
ことがあります。また、「そして」「すぐに」と次の出
来事につながれ、場面が目まぐるしく動いていきます。
その中で流れを追いかけていくと、イエスが宣べ伝え
た「神の福音」の本質をマルコがどう理解していたか
を味わうことが出来ます。

牧　一穂　牧師
牧　唯恵　伝道師

平澤一浩
牧　三貴子
a加藤優子

　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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平澤　瞳

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。

舛　田ﾌｧﾐﾘｰ

　みんなで　

みんなで　

　はじめに神様に出会って主がよくしてくださったことを思い返して
みてください。私たちの目線がどこに向くかということはとても大切
なことです。片頭痛を 1 か月もの間患っている女性がいました。へそ
くりでも何でも差し出すからどうにか治してほしいと牧師先生に相談
をしました。礼拝前だったこともあり、牧師先生は礼拝が終わってか
ら祈りましょう。と伝え、礼拝が終わってからその女性のところに行
くと清々しい顔をして、礼拝中に癒されました！と、帰っていきました。
神様を信じると、その信仰に応じて神様の一番最善な時に願いをかな
えられます。神様は彼女に人ではなくて、神様自身がなされることを
教えられたのです。神様が生きておられて共におられることを知って
いるということがどれだけ大切かということがわかります。目の前の
問題解決はとても大切なことですが、神様の目線はいつもその人を究
極的に造り替えようとしておられるのです。聖書の中を見ると全ての
出来事において結果を大事にしている記事は一つも無く、いつもプロ
セスが重んじられています。神様は私たちの人生のプロセスに関わっ
てこられるのです。
　“感謝” と「ごめんなさい」この二つは近い関係であればあるほど、
大切であればあるほど、とても難しく、なかなかできません。神様は、
ありがとうとごめんなさいとをさせるために、また私たちの人生が真っ
すぐな心で生きれるように十字架で痛みを通っていかれました。根底
には罪の許しと救いがあります。罪の赦しと救いというのは、神様と
出会って、ありがとうと感謝の恵みを理解した時に救いが完成されて
いきます。それからその人に言われた。「あなたの信仰があなたをなお
したのだ。（ルカ17:19）」“なおした” とは病気のことではありません。
神様は他でもないあなた自身を治したいのです。だからといってあな
たは壊れているわけでも、ポンコツな訳でもありません。あなたは素
晴らしい神様の作品として造られたのですが、心の、“何か” がずれて
しまっているのです。それは人間関係の中でずれてしまい、家族や職場、
また周りの多くの人達とかかわる中で私達は裏切ったり、裏切られた
り…。裏切られて傷ついた思いは近ければ近いほど、その問題に目を
向けると痛みがあるので相手には向けられません。ですから、私達は
大した問題では無い問題を、問題にしてしまします。心の病は恐ろし
いもので、人生をむしばんで変えてしまいます。では神様は元々人間
に病を与えたのでしょうか。創世記をみてみると人々は病の中に陥る
ようになってはいなかったのです。原因は何でしょうか。原因がわか
らず病院にいくと “ストレス” と診断されることがあります。しかし
それは心の中にある本当の問題が解決されていないのです。名水１０
０泉に選ばれる井戸がありました。ある日その水が臭くなり、水を全
部出し捨ててみましたが、その対処療法では変わりませんでした。次
に井戸の奥の底の泥を掘り返してみるとヘドロがありました、それは
猫の死骸であることがわかりました。それを取り除くことで泉は元通
りになりました。私たちの心の中でも同じことが言えます。私たちの
人生の中には、“害”であった出来事があるのです。その過去がある限り、
私たちがリフレッシュされて一時良くなったとしても、またそれが出
てくるのです。私たちの長い人生の中で腐敗していった部分に、神様
は長い期間をかけて関わろうとします。それは対処療法ではなく、根
本の治療なのです。ヨセフ・アブラハム・ダビデに関わられたように
関わってこられます。その心の備えが有るか無いかはとても大切です。
私達は病院で出された薬を勝手にコントロールしてしまう事がありま
す。症状が良くなると止めてみたり、次の診察日があるのに良くなっ
たかといって行かなかったりします。やがて再発してしまいます。病
院で出される薬は量、期間共にお医者さんがあなたの症状に合わせて
一番良いものを選んで出しているのです。私たちの中の何かかがずれ
てきていると、本来あるべき姿を自分で保てなくなってしいまい、自
分で変えてコントロールしてまた悪くなることを繰り返してしまいま
す。これが人生の悪循環で、これを繰り返していたら信仰生活の意味
がありません。私たちの信仰は少しずつ神様の身丈にまで成長してい
かなければなりません。これまでの人生をもう一度振り返り考えてみ
ましょう！神さまは全てのマイナスをプラスにすると言っているので
すから、すべての出来事はプラスになるはずなのに、マイナスに出く
わすと怒ってしまいます。なぜでしょうか？それは神様があなたの目
の前におらず、イエスキリストの十字架があなたの前に無く、あなた
の心の問題が解決されていないからなのです。「苦しみにあったことは
わたしにとって幸いでした。」とダビデは言っています。なぜ言えたの
でしょう。それは苦しみが必ず変わるということを３０年かけて体験
したからです。あなたは死海ですか？ガリラヤ湖ですか？死海は見た
目、奥底まで見えるようなとても綺麗な湖です。しかしその中には生
き物は一匹もいないほど塩分濃度がすごく、そこには命がありません。
ヨルダン川から恵みを受けるが、流すことは生涯ありません。ガリラ
ヤ湖はカモメとまたカモメの糞でいっぱいです。なぜなら餌がたくさ
んいるのです。そこには命が多く生息しています。感謝の恵みは流さ
なければなりません。神様の恵みです。すべての出来事が恵みなのです。
マイナスに見える恵み。プラスの恵み。すべての終着点は祝福なのです。
パウロは言っています。「どんな境遇にあっても満ち足りることを学び
ました。（ピリピ 4:11）」全てが神の恵みになることを知るために聖書
があります。聖書は人の生き様が書かれてあります。大まかに分ける
と４通りの生きざまが出てきます。【神様はいらないと言って出て行っ
てしまった人】、【苦難の中で神様に近づいていった人】、【神様と一緒
にいてたくさんの試練があったけれどそれでも一緒にいこうと決めた
人】、【やっぱりやめたと行かなかった人】聖書を通して全て私に従う
ものは祝福されること、それを神様はあなたに伝えたかったのです。

　イエス様はなぜカペナウムとガリラヤの境に行ったのでしょうか？
当時ユダヤ人はヨルダン川をわざわざ渡ってガリラヤへいきました。

サマリを経由すれば近いのですが、サマリヤに入ること自体が汚れる
事だったのでわざわざ遠回りをしました。その時代ツアラトに冒され
た人々は一緒にその街で住むことができませんでした。自分はツアラ
トだ！近づくな！と言って誰とも接触することが許されず、街の外で
過ごし、孤独に生きなければなりませんでした。ユダヤ人とサマリヤ
人は差別をしあっていましたが、ツアラトに冒されているサマリヤ人
とユダヤ人は一緒にいました。ツアラトという共通点で一緒にいたの
です。聖書の中ではツアラトは罪人の象徴とされていました。その頃、
ユダヤ人は自分は正しいとしていました。対照的にツアラトの人は自
分は罪人だと言って生きなければなりませんでした。ここからみせら
れるのは、今のクリスチャンと神様を求めようとしている人の姿に似
ています。聖書の中でサマリヤ人はひざまずいて自分が多く愛された
ことを知ろうとします。聖書の中で自分が罪人だとわかっている人は
“こんな私でさえ愛された。” と神様の前に戻ろうとします。長血の女
はイエス様の衣の裾にでも触れることが出来れば！と信じました。し
かし、ユダヤ人はイエス様を呼び出して、話をさせました。長血の女
とユダヤ人とでは神様の求め方がずいぶんと違います。みなさんは神
様を求めるときにどんな風に近づこうとしていますか？問題の中にあ
る人は長血の女のように求めることができるかもしれません。しかし
今置かれている現状が過去に神様があなたの人生をどれだけ祝福して
憐みの中で今を与えてくれているのかを忘れていると、呼び出し話を
させたユダヤ人のようになってしますのです。イエス様はそうではあ
りませんでした。自ら出向いて境に行かれたのです。１０人のツアラ
トの人がいました。「先生、どうぞ憐れんでください！」と求め、イエ
ス様が「行きなさい。そして自分を祭司のところに見せなさい」とい
いました。イエス様は彼たちの心の一番の問題を治そうとしたのです。
彼たちの多くが求めたのは病の癒しではなく、自分がユダヤ人である
ということの誇りの回復だったのかもしれません。１０人はすぐには
治されず祭司のところで行く途中に癒されたことがわかりました。そ
のうちのサマリヤ人が、イエス様の元へ大声で感謝し帰ってきました。
たった一人だけでした。他の９人はどうしたのでしょう。神様を求め、
触れられ、振り返ってみれば１８０度変わったのにも関わらず、すっ
かり忘れて、感謝も忘れて生きるのです。イエス様は帰ってきた１人に、
「立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたをなおした。」と言
われました。１０人病が治ったけれど本当に治ったのは１人だけでし
た。その人は人間になりました。神様がクリスチャンとして私達に与
えてくださった最大の恵みは、「ありがとう。」、また感謝する事、「ご
めんなさい。」です。いつも感謝して生きる事であり、自分が間違えれ
ばちゃんとごめんなさいと言えることです。９人の彼らは、感謝する
ことが出来なかったのです。癒されること、恵まれていることは当た
り前だったからです。

神様はあなたの人生を通してその場所に栄光を現わそうとしておられ
ます。咲くのを自らやめないで下さい。「信仰が無くならないように祈っ
た。」と書いてあります。聖霊さまはあなたのことを深いうめきをもっ
て祈っておられます。命がけの愛です。心配しないでください。命を
かけてあなたの為にしたことで、悪くなることなんて無いのです。聖
書の約束です。従ったものは必ず祝福されます。後はその道をイエス
様と一緒に戻れるかどうかなのです。感謝ができるとそれができます
が、それができないと文句になってしまいます。

　しっかり神様から受けた恵みをもう一度数えてください。

　数えて、どのように受けたかを思い起こしたら証してください。
ある大学で２００人の生徒を１００人ずつ２班に分け、毎日の嫌だっ
たこと、毎日の良かったことを３週間書き出させました。３週間嫌だっ
たことのみ書き続けた生徒は、７割が病気になりました。人間関係が
悪くなり、多くのカップルは別れました。一方良かったことのみ書き
続けた生徒は、人間関係が良好になり、出世をした人までいました。
健康面も腎臓、肝臓の数値が良くなりました。このように感謝に目が
向くと変わっていきます。賛美は “強制” 感謝です。感謝できないと
きに賛美し感謝するのです。感謝の種でいいので感謝の初成りをどう
か実らせてください。そして既に私達が受けている感謝の恵みを流し
ていかなければなりません。クリスチャンは受けると流すようになっ
ているのです。是非感謝の日記を書いて日々感謝に目をとめてくださ
い。

「感謝を忘れてはいけない！！！」
～感謝はあなたを救う～　　　　　　　　　　　　　詩編１０３：１－６

②数えよ

１０人のツアラトの癒し
（ルカ１７：１１－１９）

①どのように受けたか？

③恵みを証し、流す

感謝の力　ストレスを取り去り
人間関係を祝福し健康にする

「愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての
点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。」ヨハネ第Ⅲ２節
一日は感謝の賛美からはじめましょう。感謝しつつ主の門に！感謝を
選んで進んでいきましょう。そうすると変わっていきます。感謝の中
に神の栄光が現れていくからです。

「愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての
点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。」ヨハネ第Ⅲ２節
一日は感謝の賛美からはじめましょう。感謝しつつ主の門に！感謝を
選んで進んでいきましょう。そうすると変わっていきます。感謝の中
に神の栄光が現れていくからです。
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