
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２１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

舛田幸恵先生
岩崎祥誉
平澤一浩
金森清子
a高橋奈津江
富岡　牧
澤口建樹
全本みどり
澤口明子
牧唯恵伝道師
西嵜真由美
日名陽子
加藤優子

：
：
：
：
：
：
:
:
：
：
：
：
：

　最近、思うようにいかずイライラしていることが多々ありま
した。最近の例でいくと、農業体験の準備をしたが、天候が怪
しいので中止になった、ところが当日になってみるとすっかり
晴れていたということがありました。正直「なんじゃこれ。」と
思ったというようなことがありました。
そんな時、先日の祈祷会でのメッセージが心に残りました。自
分の２番目の思いに注意というポイントの中で、「ある人の声が
美しい、それを聞いて『いいな、すごいな』と思う。そこから
ねたみに行く場合と、自分をどんどん責めていく場合とあるが
どちらも結果は一緒だ」と言われていました。そこで自分のこ
とを振り返ってみると、自分は「すごいな」で終わっているこ
とに気づきました。「いいな、自分もしたいな」と思ってもそこ
から「じゃあ自分もそうなろう」「やってみよう」という考えは
全くないということを思わされたのです。だから結局、今の自
分はやったことのあること、自分で対応できることしかしてお
らず、「新しいこと」というのは全くしていないのだなと思いま
した。「思うようにイライラした」という思いが神様の思いでは
なく、「自分の思い」なのだからうまくいくはずはありません。
自分にとって「新しいこと」というのは「できるのかなあ」と
いう不安があります。たとえやっていたとしても「本当にでき
るのかなあ」と終わるまで不安になることもあります。だけど、
本当はそこに願いや思いがあります。そしてやる、やらないの
扉は自分にしか開けないことも分かっています。だから「進む」
と自分で決断し、扉を開いて、あとは神様に聞き、信頼して前
に進みたいと思っています。
「先の事どもを思い出すな。昔の事どもを考えるな。見よ。わた
しは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている。あ
なたがたは、それを知らないのか。確かに、わたしは荒野に道を、
荒地に川を設ける。」（イザ43：18、19）
神様と一緒に、一歩踏み出したいと思います。

 マル16～ルカ6　水３金５

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
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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

ルカによる福音書に入っていきます。６つの特色についてみてい
きます。①普遍的な福音。福音は民族・性別・社会的地位を超えて、
異邦人・罪人・女性・子供・貧しい人・見捨てられた人など、あ
らゆる人々に届けられることがかかれています。ルカの描くイエ
スは、これらの人々にひときわ強い関心を寄せる姿として書かれ
ています。②歴史書的性格。人間の歴史を舞台とする神の救済史と
して書かれています。世俗の歴史への言及、旧約の預言がイエス
において成就したことの強調、地上を歩む「人間」としてのイエ
スの生涯を描こうとしています。「今から」など神の「時」を表す
語句の多用などに、ルカの歴史的関心が表れています。③聖霊の働
きの強調。降誕物語から、昇天記事に至るまで、一貫して聖霊に
ついて記されています。イエスの宣教活動が聖霊の導きと力によ
るものだったと書いているのはルカのみとなっています。④祈りの
福音書。旧約的祈りの場面で始まり、新時代の祈りの場面で終っ
ています。イエスの祈りが9回記されるが、そのうち7回がルカ
特有の記事となっています。⑤賛美と喜びの福音書。賛美と喜びは
特に降誕物語に顕著に描かれています。神の恵みにあずかった人々
の賛美と喜びが繰り返し強調されています。結びもまた賛美と喜
びの場面です。本書はまさに「福音（喜びのおとずれ）書」とい
えます。⑥救いの福音書。ルカの中心主題は「救い主イエス・キリ
スト」です。神が旧約において預言した救いがナザレのイエスに
おいて到来し、彼こそ約束の救い主であるとルカは告げるのです。
しかも約束の救い主は受難のメシヤでもありました。失われた者
を捜して救い出すメシヤの受難は、聖書が成就するための神の必
然でした。「救い、救い主」はマタイとマルコが用いない語である
のに対し、ルカは8回使用しています。このようなことを踏まえ
てルカを読み進めていきましょう。
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誕生者のお祝い

岩崎　雅弘

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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「もしあなたが信じるならばあなたは神をみる」という想定が
されています。人生において、いろいろな問題が目の前に起こ
ります。
今日、お話ししたいマリヤとマルタのシーンをルカの１０章を
見ると最初のマルタが出てくるのです。イエス様が村に来て話
をしている間、マリヤは座って聞いていたのです。ところが、
一方のマルタは何とかもてなしをしようと頑張っていたので
す。すると、だんだんと腹が立ってきて怒ったのです。誰に起
こったかというとイエス様に怒ったのです。「イエス様、この
子に少しは働きなさい。」と言ってくださいと怒ったのです。
すると、イエス様はこう答えたのです。「彼女は正しいことを
選んだのだ。正しいことは一つだけである。」マリヤは「なに
よ！」と思ったと思うのです。神様はマリヤの心とマルタの心
に御言葉を伝えて作り変えていくのです。そして、今日読んだ
ヨハネの１１章に到達すると、なんとマルタが成長しているの
です。「主よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死
ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが
神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになりま
す。」イエスは彼女に言われた。「あなたの兄弟はよみがえりま
す。」マルタはイエスに言った。「私は、終わりの日のよみがえ
りの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っており
ます。」イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。いの
ちです。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。また、
生きていてわたしを信じる者は、決して死ぬことがありません。
このことを信じますか。」彼女はイエスに言った。２７節、彼
女の成長が見られます。「はい。主よ。私は、あなたが世に来
られる神の子キリストである、と信じております。」彼女はこ
こで３つの成長をしているのです。

　彼女の信仰は、ついこの間までは「頭の」信仰だったのです。
頭では良くわかってはいるのですが行動が伴わないのです。な
ぜかというと、わかっているのは「頭」だからです。イエス様
は食事のもてなしをしてもらいに行ったわけではありません。
彼らに伝えたかったのです。自分が十字架に架かって死んで後、
あなた方がどう生きるかを伝えたかったのです。最初にマリヤ
が救われてマルタが救われていったのです。だから、この場所
は比較対象ではないのです。信仰の成長が起きていくのです。
マリヤは成長していたし、マルタは成長していなかったのです。
マルタに対して、「マリヤが大切なことを選んだのだ」と言わ
れた後、どのような会話があったのか聖書には出ていません。
イエス様の方法は不思議なことで、私たちに考えさせるのです。
先に祝福を受けた人がどうなっていったかを考えてみてくださ
い。私たちの教会は反抗期から次の段階に進む時期です。自分
で神様と向き合って戻る場所を通らないといけないのです。だ
けどもマルタはその反抗期を通って、イエス様に厳しめに怒ら
れて、求めて願った言葉ではない言葉を言われて、おそらく暫
く落ち込んだと思います。あなたもそうだと思いますが、その、
落ち込んだ時間が大切なのです。私たちは思春期になると周り
の目が気になりだすのです。誰が自分を見ているのか。どう評
価しているのか。神様に頼るようになっていきます。信仰の成
長がそこに起こっていったのです。

　比較対象のマリヤに対して「あなたを呼んでおられます」と
そっと言ったのです。彼女は変化していっています。マルタは
変わったのです。「配慮」したのです。「何で早く来てくれなかっ
たのですか。」と怒っていなかったのです。問題が起きたときに、
自分に嫌なことが起こった時に信じようとしたのです。「私は、
あなたが世に来られる神の子キリスト（メシア）である、と信
じております。」イエス様を人として見ていて、神様だけど人
として偉い人ぐらいに見ていました。だから、自分の思いを叶
えてくれるイエスキリストがそうではなくなった。
マリヤとマルタはイエス様が十字架に架かって復活すると理解

していったのです。マリヤとマルタの信仰は、十字架に向かっ
ていくたびに成長していったのです。
ここまでの話は今の日本を見ていると良くわかることなので
す。私たちが正しいと信じて行っていることで、あなたの人生
は良くなったでしょうか。私たちは、今までのやり方で生きて
も上手くいかないことはわかっているのです。上手くいかなく
て嫌だから、神様を信じてみることにしてみたのです。赦すこ
と、自分が間違っていることを認めるという、聖書に書かれて
いることを行うことは難しいのです。世の中は謝ったら負けと
いう世界で行うのです。毎日が戦いです。しかし、そのような
人生で神様はそれを成し遂げていく人々に恵みを与えると約束
し、聖書の中の登場人物は、それで生き抜いた人と、途中でや
めてしまった人と、最初からやらなかった人が出てくるのです。
そして、生き抜いた人は祝福され、途中でやめてしまった人は
後悔し、最初からやらなかった人は歯ぎしりしているのです。
そこで、その人々を見るたびに、「やらなくてはいけない。」と
思うのです。皆さんは認めているのです。これまでの自分のや
り方から変わりたいと思っているのです。聖書には「もし信じ
るなら」と書いてあるのです。「もしあなたが信じるなら、あ
なたは神の栄光を見る」と書いてあるのです。教会はあなたの
価値観を棄てようとした人が集まるところなのです。神様は生
涯をかけて本当に捨てたというまであなたと向き合うのです。
いつもやらないといけないので簡単なことが難しいのです。

　すぐに言ってひれ伏して礼拝したのです。彼女は礼拝を捧げ
たのです。みなさんは礼拝をされていますか。あなたの生活の
中で礼拝の時間はあるでしょうか。日曜日だけが礼拝ではあり
ません。日曜日は安息の日です。あなたの一週間を振り返る日
です。「イエス様は感謝をささげて後それをさき」とあったよ
うにこれは礼拝なのです。礼拝は主従関係を認めることです。
思春期を迎えた私たちが成人になるために大事なことは、あな
たの上にあなたの主を置くということです。多くの人は自分が
主人になっているのです。礼拝はあなたが主で、私は従います。
という姿勢です。マルタはまだそこまで到達していなかったで
すが、「はい。主よ。」というところまで行ったのです。この後、
礼拝が始まります。祈りと賛美には決定がありません。祈りは
お願い。賛美。聖書の中で最初に「安息日を覚え、これを聖な
る日とせよ。」と書いてあるのです。それは、あなたが道を踏
み外さないためです。そうすると判断を間違ってしまうのです。
神様は不思議なお方で、御言葉を聴いていると思い出させてく
れるのです。神様は一人一人に成長を与えてくださるのです。
「もし信じるなら」です。しかし、信じるにはいくつかルール
があるのです。頭で信じても意味がありません。頭から心に代
わるためには、時々痛みが伴うことがあるのです。しかし、そ
の時に神様の前に出てみてください。①思う通りにならない。②
感情的になって起こりたくなる。③むかつく。神様にはかなわ
ないと早く負けたほうが良いです。負けた後良くなるのです。
見る目線が変わるのです。イエス様もわかってくれたのです。
「イエスは涙をながされた」しかし、その霊の憤りというのは
神様の心の葛藤でもあるのです。あなたを見ていて神様は痛み
があるのです。神様は先を見ているからわかるのですが、本当
はこう伝えたいのが伝えられなくて辛いのです。だから、神様
は「出て来なさい。」と言っているのです。神様の前に出て礼
拝してみないと答えはわかりません。礼拝は神様との関係です。
この関係の中で、「私はあなたについていきます。」という関係
を保っていくのが礼拝なのです。そうすると、アーメンと言え
ないことを「はい。主よ。」と言えるようにマルタでさえなっ
たのです。この世の価値観をすてるプロセスがこの中に見られ
ます。みなさんはどこを目指していきますか。私たちが見てい
る目線をこの朝変えないといけません。イエス様はそのような
あなたに意地でも寄り添おうとしています。あなたが辞めなけ
ればです。ペテロも同じ目線で見ていました。しかし、ペテロ
は戻れたのです。それは、イエス様に礼拝しようとしたのです。
この朝、是非皆さんの礼拝があなたの生活の中で回復されるよ
うに祈ります。

「信仰の成長」
～この世と神の国～　　　　　ヨハネ18：28～ 41、ヨハネ8：12～ 59

ライバル心

ヨハネによる福音書 11章 1-35 節

「はい」「生きているキリスト」
「知っている→信じます」
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