
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
（１１月１８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

牧唯恵伝道師

平澤　瞳
佐々木亜弥
a大宮東子
澤口建樹
西嵜孝之
楢村明子
秦泉寺朗子
加藤優子
眞砂永一
小根久保麻
西嵜芳栄
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　先生としての仕事を与えていただいて、早20年…でも、
精神的にあまり育っていないような気がします。気持ちだ
けは若いままです。最近、上司から注意を受けることが多く、
その度に落ち込んでしまったりやっぱり納得が行かないな
あと思ったりすることもあります。でも、私は神様を知っ
ているから大丈夫！と思うことができます。注意を受けた
ことについて、心から悔い改めようと努力したり、前向き
になれたりします。神様と出会えたことを心から感謝しま
す。最近注意されることに共通することは、｢私的なことや
個人的な情報を話してはいけない｣です。例えば、｢〇〇先生
は今日ちょっと熱があるから、しんどいんじゃないかな…｣
フォローするつもりで話した内容も、個人的な情報。自分
を守るためには嘘も方便というようなことも言われました。
理屈はわかります。だけど、違和感があります。先生の個
性を消される傾向が強くなってきたな、と思います。私が
学んだり体験したりした祈りの力や愛の力を伝えづらく
なってきたな、と感じています。このように伝えたいこと
を思うように伝えられない、規制されるのなら、仕事を辞
めてしまおうかな、とも思ってしまいます。今年は意味が
ないデスクワークが増え、仕事量が倍増したように感じま
す。いつまで働けるかな…よく頭をよぎる思いですが、私
にしかできないこと、救えない人がいることを信じて、神
様がせよと言われる間は教員の仕事を続けようと思います。
自分では意味がなく思えたり、「なぜ？」と思うことも、神
様のなさる事には、何一つ意味がない事はないので、全て
を益としてくださることを信じます！
｢あなたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げ
てくださる。｣詩篇37：5

 ヨハネ4～10　水7金9

※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

日 月 火 水 木 金 土
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牧征實

（ ２０１８年１１月４日 ）
（要約者：日名　洋）

聖書の学び

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

zeepなんば
ナイライ 聖書の脈

福澤師

未来をあかる
くする会

　ヨハネのにる福音書に入りました。この書は主とし
て異邦人クリスチャンを対象として書かれたものと考
えられています。ヨハネによる福音書に書かれている
イエス様は、律法に言及する時しばしば、ユダヤ人に
対しては「あなたがたの律法」と言うのに対し、弟子
たちに対しては「彼らの律法」と呼んで、弟子とユダ
ヤ人とを区別しています。また、エルサレムでの祭は「ユ
ダヤ人の祭り」として表現しています。また本書中に
出て来るヘブル語またはアラム語のギリシヤ語への言
い換えも、本書の読者が異邦人であることを思わせて
います。更にまた、キリストのみわざの民族を超えた
普遍性に対する言及も、ユダヤ人向けというよりは異
邦人読者を対象としたものと考えることが出来ます。
中心聖句は 20：31 で「しかし、これらのことが書か
れたのは、イエスが神の子キリストであることを、あ
なたがたが信じるため、また、あなたがたが信じて、
イエスの御名によっていのちを得るためである」とい
うところになります。２つの意味合いで受け取れる表
現となっています。１つ目として未信者が「信じるため」
と２つ目として信仰者が「信じ続けるため」というこ
となのです。両面を意識しつつ、読み進めていきたい
と思います。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉

西嵜芳栄
富岡美千男
a鈴木たかよ

　２日　牧　一穂先生
　４日　堀川智壽
　８日　村部竜輝
　９日　北殿雅一
１１日　牧　征實

１２日　竹下英一
１３日　澤口順子
１５日　藤井サト
１６日　中村映美
１７日　秋山周平

２０日　富岡美千男
２２日　小原彩乃
２３日　佐々木ヒサコ
２５日　酒井美津子
　　　　牧　尚美

２９日　山本美保子
　　　　枝光恵理

11 月の誕生者
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特別礼拝

大掃除＆
クリスマスの
飾りつけ

堀川智壽 村部竜輝堀川智壽
ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

山本　洋子

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

　ナイライへ

　　ナイライへ

　イエス様がベテスダの池で３８年間もの間、病気に
かかっている人と出会ったときのことです。イエス様
は「良くなりたいか。」と聞かれました。その人は「主よ。
私には、水がかき回されたとき、池の中に私を入れて
くれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先
に降りていくのです。」と答えました。イエス様は「起
きて、床を取り上げて歩きなさい。」と言われました。
すると、その人はすぐに直って、床を取り上げて歩き
出しました。それは安息日のことでした。
　一人の病の人をイエス・キリストが癒やしたことで
問題が生じました。その日が安息日であったためパリ
サイ人との間に争いが生じました。
　安息日は何のためにあるのでしょうか。神様が安息
日を作られた目的は人に、祝福、恵み、自由、回復を
与えるためです。
まず安息は神様の前に人間が出る祝福です。２番目は
神様と人間が顔を合わせる恵みです。３番目は自由で
す。罪を犯して自由を失った人間が自らが存在する理
由を見つけ、自らが一番願っていることを見いだすこ
とです。４番目に回復がおこります。
　パリサイ人たちは祝福に満ちた安息日を「しなけれ
ばいけない」ルールに変えてしまいました。真の意味
を失ったのです。

　このためユダヤ人たちは、イエスを迫害した。イエ
スが安息日にこのようなことをしておられたからであ
る。イエスは彼らに答えられた。「わたしの父は今に
至るまで働いておられます。ですからわたしも働いて
いるのです。」ヨハネ５：１６，１７
　パリサイ人たちはイエス様が安息日を破り、また神
を自分の父と呼んでいることに腹を立てました。しか
し、神様は旧約聖書の中でご自身を創造主であり父な
る存在として現しておられました。（マラキ２：１０）
ルールが出来て神様を見失ったときから、彼らの中に
父なる神の存在が失われ、神は裁きを行う方として存
在するようになりました。
私たちの中に「父なる神」がおられるかを確認しましょ
う。

　私たちの価値観に真の意味が整っているでしょう
か。真の意味を見いだしていないと家庭でも職場でも
疲れてしまいます。真の意味を見失っていると心が騒
ぎ、腹が立ち、病気になります。神様が最初に創造さ
れた人には病気も怒りもありませんでした。真の意味
を失った人はそれを隠すために間違った方向に自分を
導いてしまいます。真の意味とは私たちの内側に神様
が生きると言うことです。クリスチャンとは自らに死
んだ人の集まりです。

　神様はその人本来の性質以外の様々な不必要な要素
を少しずつ時間をかけて一つに戻そうとされていま
す。正しい道に戻るために私たちは真実を知る必要が
あります。
私たちは聖書を見ながら真実を知るために、自分が正
しいと思う事と、そうでないことがあると言うことを
知らなければなりません。

イエス様は「わたしには、あなたがたについて言うべ
きこと、さばくべきことがたくさんあります。しかし、
わたしを遣わした方は真実であって、わたしはその方
から聞いたことをそのまま世に告げるのです。」ヨハ
ネ８：２６
イエス様ご自身が、自分の主義を話されませんでした。
私たちは、自分自身と神様のどちらを自分の中に生か
すでしょうか？これがクリスチャンかクリスチャンで
ないかの生き方の違いです。礼拝とは私たち自身がズ
レていることを戻すためにあります。礼拝の中で神様
が「あなた」に語られることは一つです。語られる言
葉を幼子のように受け取ろうとするのか、自分の価値
観と照らし合わせるのかで意味が違ってきます。パリ
サイ人たちは自分たちの価値観とイエス・キリストが
やることが違うので殺そうとしました。礼拝の中で心
が騒ぐなら、御言と自分の価値観が競合しています。
自分の中に複数ある「統合されていない自己」と御言
が対立しています。
　イエスがこれらのことを話しておられると、多くの
ものがイエスを信じた。そこでイエスは、その信じた
ユダヤ人たちに言われた。「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。」ヨハネ８：３０
～３２
自分が強ければ強いほど、この真理と対決します。こ
の世と神の国は全く違います。その中で私たちは探そ
うとする必要があります。神様は私たちを導きます。
導かれるときに、それを選ぶのかどうかを私たちは決
めなければなりません。
　イエス様がよみがえられたこを喜ぶ日、私たちは神
の前に安息を得ながら、自らの心が真理に生きている
ことを探るのが主の日です。
自分の人生をもう一度自由にするために、この場所に
集い呼び集められたことを思い起こして祈っていきま
しょう。

主よ、わたしをあなたの平和の道具としてください。
憎しみのある所に、愛を置かせてください。
侮辱のある所に、許しを置かせてください。
分裂のある所に、和合を置かせてください。
誤りのある所に、真実を置かせてください。
疑いのある所に、信頼を置かせてください。
絶望のある所に、希望を置かせてください。
闇のある所に、あなたの光を置かせてください。
悲しみのある所に、喜びを置かせてください。
主よ、慰められるよりも慰め、理解されるより理解し、
愛されるよりも愛することを求めさせてください。
なぜならば、与えることで人は受け取り、
忘れられることで人は見出し、
許すことで人は許され、
死ぬことで人は永遠の命に復活するからです。

「週の終わりと週の始まり」
安息と主日　～この世と神の国～　　ヨハネ５：１０～２５　８：３１、３２

聖フランチェスコの祈り

①　決まりを恵みに戻す

②　真の意味

③　神様を自らに生かさせる
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