
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
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　洗礼を受けハレルヤ〰 と新しく生まれ変わったあの日
から早５年、私にとって霊的な反抗期とも言える今日この
頃、牧先生の愛のある忠告も私の耳には否定と裁きに聞こ
え、心に浮かんでくる御言葉のひとつひとつも「どうせ私
にはできん」「できてない自分はどうせダメなんだ」と最
初の恵みの喜びはどこへやらで完全にクリスチャンではな
く神様の御心がわからない、行えないともがくばかりのク
ルシムチャンになっていました。祈ってもこんなんで祈れ
ているのかどうなのかというような祈りに神様が何を言わ
れれているのか受けとれず聖書を開けば眠くなりそれでも
神様は大好きだし何を私に語って下さっているのか知りた
い！聞きたい！受けとりたい！とふてくされながらも礼拝
にはなんとか行くような状態でしたが「祈れん !!」と言っ
ては一緒に祈ってもらったり「できん !!」と言っては励ま
してもらったりたくさんの教会の家族一人一人が親身に
なって関わってくれたおかげで今やっとまた心からの賛美
をささげられるようになってきたことが本当に嬉しいで
す。
ルカ22章 32節
しかし、わたしは、あなたの信仰がなくならないように、
あなたのために祈りました。だからあなたは、立ち直った
ら、兄弟たちを力づけてやりなさい。
私も自分がしてもらったように愛を流すことができますよ
うに成長し続けたいと思います。

 マル9～15　水１２金１４

※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３０日 ）
（要約者：西嵜　真由美）
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誕生者のお祝い

特別夕礼拝
滝元　望師

ナイライ
特別集会

マルコによる福音書の中心は「神の子であるイエス」につ
いてです。神の国の奥義を説き明かし、病をいやし、悪霊
を追い出し、大自然を治め、5千人を養うキリストは、「贖
いの代価として、自分のいのちを与える」受難のしもべの
姿を現していきました。やがて受難のしもべを正面から見
て、ローマの百人隊長が「この方はまことに神の子であった」
（15：39）と告白しています。また、神の国の奥義を表現す
るためにマルコは、奇蹟、いやし、悪霊に関する記事を、
他の福音書より多く取り上げています。全体で678節ある
中198節、およそ3分の1がこれに相当しています。偉大
なみわざは、イエスが神の子であり、イエスと共に神の国
が到来していることの確証です。イエスを鍵として神の国
に入る時、イエスとのかかわりが3つのテーマで表せます。
1つは、イエスに対する「信仰」「信頼」。そして「ついて来る」
「従って行く」ということ。最後は「目をさます」というこ
とです。イエスが昇天し、再臨するまでの間、弟子たちは「姦
淫と罪の時代」の中を通されます。そこには、キリストと
福音の故の困難や迫害があり、世の心づかい・富の惑わし
があります。荒野でイエスを誘惑したサタンは、私たちに
も近付づいてきますが、目を覚し、「最後まで耐え忍ぶ」者
だけが、最終的に確立される神の国に入ることが出来ると
いうことなのです。黙示録を学んだ私たちの歩みに対して
もこの３つのテーマを元に聖書を土台として歩んでいきた
いと思います。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉

平澤　瞳
小根久保麻由美
a泉水京子

　２日　岡本　絆
　　　　秋田美恵
　７日　近藤　楓
　９日　河島弘子
１１日　石原奈々絵

１２日　北殿雅一
　　　　淺野省吾
１４日　高橋未衣
１５日　甲藤裕子
１６日　池田優香

１９日　岩崎優輝
２０日　山本光江
２３日　佐々木結心朗
２５日　西嵜孝之
２６日　藤原柑奈　　　

２９日　牧　尉太
　　　　日名幹夫
３０日　早瀬敏郎

10 月の誕生者
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誕生者のお祝い

佐々木　亜弥

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　

　ある男性が人生で初めての手術を受けるために入院すること
になりました。翌日の手術までの間、彼は病室のベッドで不安
と恐れの中を過ごしています。看護師は眠れない彼を励ますの
ですが不安はなかなか取れません。そこで、少しでも彼の不安
を和らげようと看護師は担当医を呼びました。急に呼ばれたそ
の若い担当医は状況があまり理解できていないまま病室の彼に
話します。「不安なのは当然です。あなたにとっては初めての
手術なのですから。実は私も不安なのです。担当医として初め
ての手術ですから。」それを聞いた男性は余計不安になりまし
た。

　私たちにとって想定外の事が起きると不安になりますが、今
の時代においては想定外というものはありません。なぜなら想
定外な事が起きるという想定がなされているからです。この数
十年、想定外だという事が起きているように言われますが大震
災も原発事故も豪雨災害も懸念し想定していた人がいたにも関
わらず誰も耳を傾けていなかったのです。旧約聖書の中ではイ
エス・キリストがどのような方なのか想定するように伝えてい
ますが、ユダヤ人たちは理解できず彼らの常識の中で想定した
だけだったのです。
1970 年、ビルマのウタント元国連事務総長が「世界の人口は、
5 億人から 10 億人に倍化するのに 250 年かかった。しかし、
35 億人から 70 億人になるのにはたった 40 年しか要さなかっ
た。爆発的な人口に対し、食料の増産は限度があり、資源はた
だただ減り続ける。」と著書に記しました。現在、私たちの生
活はサービス、産業、環境破壊全てが最絶頂にあります。人間
よりも優れたコンピューターにより、あと 20 年もすれば人間
は不要になっていくでしょう。
私たちが20年後を想定できるのは、まさに今なのです。

総督ピラトの「あなたは、ユダヤ人の王ですか。」という尋問
に対して、イエスは答えられた。「わたしの国はこの世のもの
ではありません。もしこの世のものであったなら、わたしのし
もべたちが、わたしをユダヤ人に渡さないように、戦ったこと
でしょう。しかし、事実、わたしの国はこの世のものではあり
ません。」（ヨハネ 18：36）イエス様が地上におられた時、王
として治めたのは地上の国ではなく、イエス様を信じる人達の
神の国でした。この言葉は神の国という定義を聖書全体に現わ
しているのです。キリストの答弁はこの世の答弁とは違うもの
でいつも噛み合いませんでした。
イエスはまた彼らに語って言われた。「わたしは、世の光です。
わ
たしに従う者は、決してやみの中を歩むことがなく、いのちの
光を持つのです。」そこでパリサイ人はイエスに言った。「あな
たは自分のことを自分で証言しています。だから、あなたの証
言は真実ではありません。」イエスは答えて、彼らに言われた。
「もしこのわたしが自分のことを証言するなら、その証言は真
実です。わたしは、わたしがどこから来たか、また、どこへ行
くかを知っているからです。しかしあなたがたは、わたしがど
こから来たのか、またどこへ行くのか知りません。あなたがた
は肉によってさばきます。わたしはだれをもさばきません。（ヨ
ハネ8：12～15）
パリサイ人は人間的な常識で、正しい事を証言するのは人間が
するものだと考え、イエスの言葉に納得がいきませんでした。
神の国に生きるイエス様は自分が言っている事の根拠を知って
います。ですが私たちは明日どうなるかもわからないまま「私
は正しい」と言って生きているのです。とても恐い事です。あ
なたが正しいと誰が決めるのでしょうか。この世のルールは常
に変わります、あなたの言っている事は明日間違いだと証明さ
れるかもしれない事、国が変わればルールが変わる事を理解し
なければいけません。変わるルールは、もはやルールではあり
ません。

　ユダヤ人の指導者であったニコデモはイエスを反対するパリ
サイ派の一員であったが、人目を避けて、夜ひとりでイエスを
訪ねては教えを聞いていました。「どうしたら神の国に入るこ
とができるか」という彼の質問に対してイエスが言ったのは「だ
れでも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない」
でした。ニコデモは真意を理解できず「人は年をとってから生
まれることがどうしてできますか。もう一度、母の胎にはいっ
て生まれることができましょうか」二人の話は噛み合いません
でした。神様の国では神の愛ではない道に生きることが罪であ
ると言っています。自分たちのルールで生きたパリサイ人には
わかりませんでした。
また、ヨハネ8章でユダヤ人に対してイエスは語られています。
「・・・わたしを遣わした方はわたしとともにおられます。わ
たしをひとり残されることはありません。わたしがいつも、そ
のみこころにかなうことを行うからです。」イエスがこれらの
ことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。
多くのユダヤ人が一度はイエスを信じました。ですが、この世
のルールで会話をしたため、この章の最後に書かれているのは、
「すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。（8：
59）」のです。これはイエス様を信じているクリスチャンにつ
いて言われていることです。自分のルールが受け入れられない
とやはり石を持ってしまうのです。イエス様の国が近づいてき
た時に受け入れられるかどうかはあなたがパリサイ人のように
生きるのかクリスチャンとして生きるのかの決断なのです。こ
の世のルールで生きれば納得いきません。聖書の中でもイエス
様とこの世の会話はいつも噛み合いませんでした。神の国とこの世と
何が違うのでしょうか。

　また親であれば簡単に変わってしまうような、この世のルールを守
らせようとする子育てはするべきではありません、ルールで育てると
その子は周りがすれば同じことをするようになります。親が与えるこ
とで満たされた子どもは本来、神のルールで聞かれる祈りでも、すぐ
に聞かれないと、つまづく子になってしまいます。親は聖書のルールで、
間違った時に戻ろうとする心、どんな境遇でも満ち足りて周りに決し
て流されず決断する子を育ててください。世界は今後、間違いなく物
質がなくなります。神様は目先の小さな祈りを聞かれるのではなく、
最高の時、環境で全てを整えて最善な物を与えてくださるお方です。
私たちはイエス様の生きざまにより真理をもって感謝し聖餐をし続け
ていきたいと思うのです。「もしあなたがたが、わたしのことばにとど
まるなら、あなたがたはほんとうにわたしの弟子です。そして、あな
たがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします。」（ヨハ 8：
31～32）
2000年前から伝わるこの言葉は今もなお変わりません

「真理の御国！！」
～この世と神の国～　　　　　ヨハネ18：28～ 41、ヨハネ8：12～ 59

イエス様とニコデモの会話

想定外は想定されている

この世のルールと御国のルール

本当の子育て

神の国の真理を探し主に信頼すること　
それを決意する者

あなたの心が騒ぎ腹が立ちイライラした時は、この国のルー
ルで生きているということなのです。人の目、耳で判断すれ
ば不安になり心が騒ぎ、人を裁き、逃避したりします。神の
国で生きようとする時、人の語る言葉も神様から示されたも
のであれば心が騒ぐことはありません。すべての人が神の国
に残るとは限りません、私たちは神の国を選ぶ決断をしなけ
ればならないのです。
わたしは、あなたがたに悟りを与え、行くべき道を教えよう。
わたしはあなたがたに目を留めて、助言を与えよう。あなた
がたは、悟りのない馬や驢馬のようであってはならない。そ
れらは、くつわや手綱の馬具で押さえなければ、あなたに近
づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし、主に信頼する
者には、恵みが、その人を寄り囲む。正しい者たち、主にあって、
喜び、楽しめ。すべての心の直ぐな人たちよ。喜びの声をあ
げよ。（詩編 32：8～ 11）悪者とはこの世のルールで生きて
いる主に信頼しない神様から離れている者です。あなたのルー
ルを捨てて、この世の国に生きるのか御国の大使として生き
るのかどちらを選ぶか決めてください。十字架を思い起こし
主に信頼して生きる事を選ぶことが出来ますように。

あなたの心が騒ぎ腹が立ちイライラした時は、この国のルー
ルで生きているということなのです。人の目、耳で判断すれ
ば不安になり心が騒ぎ、人を裁き、逃避したりします。神の
国で生きようとする時、人の語る言葉も神様から示されたも
のであれば心が騒ぐことはありません。すべての人が神の国
に残るとは限りません、私たちは神の国を選ぶ決断をしなけ
ればならないのです。
わたしは、あなたがたに悟りを与え、行くべき道を教えよう。
わたしはあなたがたに目を留めて、助言を与えよう。あなた
がたは、悟りのない馬や驢馬のようであってはならない。そ
れらは、くつわや手綱の馬具で押さえなければ、あなたに近
づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし、主に信頼する
者には、恵みが、その人を寄り囲む。正しい者たち、主にあって、
喜び、楽しめ。すべての心の直ぐな人たちよ。喜びの声をあ
げよ。（詩編 32：8～ 11）悪者とはこの世のルールで生きて
いる主に信頼しない神様から離れている者です。あなたのルー
ルを捨てて、この世の国に生きるのか御国の大使として生き
るのかどちらを選ぶか決めてください。十字架を思い起こし
主に信頼して生きる事を選ぶことが出来ますように。
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