
聖　餐　礼　拝聖　餐　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
（１２月２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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　神様は、いつも新しい事にチャレンジをさ
せてくださる方です。時には、やった事もな
くやり方さえ分からなかったりの時もありま
す。そんな時、出来るかな…と不安が過ぎる
事もあります。でも祈っていたら「わたしが
するから大丈夫」と言われた気がして、そっ
か…神様が一緒にいて成し遂げてくださるか
ら恐れることはないんだ…と当たり前なのに
改めて神様の存在を感じました。そして、無
事終えた時、他の何にも代えられない平安と
感謝…喜びで心がいっぱいになりました。新
しい事は出来上がるまで本当にドキドキしま
す。でも、神様はいつも私を愛し、私を喜ん
でくださっているからこそ、チャレンジを通
して私が神様に頼って祈る事や、私自身が喜
ぶ事を願ってくださっているのだと改めて感
じました。神様の愛に感謝します。

「あなたの神、主は、あなたのただ中におられ
る。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなた
のことを楽しみ、その愛によって安らぎを与
える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜
ばれる。」ゼパニヤ３：１７

 ヨハネ18～使３　水21金2

※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１１月１８日 ）
（要約者：小根久保　麻由美）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

あぐり
バイオマスツリー

聖書の脈　福澤師

ヨハネの福音書が終ります。 「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。（ヨハ
ネ２０：３１）」これがヨハネの福音書が書かれた目的
です。未信者への宣教と信仰者が最後まで信じ続け、
永遠のいのちに至るように書かれていました。そして
使徒に入っていきます。使徒の働きはルカの福音書と
同じ宛先を持ち、一貫しています。イエス・キリスト
による救いの成就と神の国の拡大を書いています。「使
徒の働き」という表題は、本書の内容を必ずしも正確
に表してはいないとよく言われます。それはこの教会
時代に生き、働いているのは聖霊様です。その聖霊様
の力によって行動していきました。預言の通り、終り
の時代、助け主なる聖霊様が注がれたのです。それは
「今」も継続しています。聖霊様が人々を選び、聖別し、
召し、用いています。使徒の働きは別名「聖霊行伝」
といわれています。今の私たちの歩みは使徒の働きか
ら続いています。続きが書かれているとも言われてい
ます。今週の通読も助け主により目が開かれつつして
いきましょう。
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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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みなさんは本当に神様を前においているでしょうか？神様から
聴く人生を歩んでいるでしょうか？しかしその中で、神様はイ
エスキリストを通してこの地に来られて、そして人として来ら
れたイエス様の姿を見て神の性質というものがどういうものな
のかを示す為に来られました。しかし私達は今そのイエスキリ
ストをみているわけではありません。でもそれぞれの人がクリ
スチャンになるとイエス様という人はこんな人だという姿を語
り描くのです。にも関わらず私達が目の前にイエス様を置いて
生きられないのは何故でしょう。「我とそれ・我と汝」これは
聖霊様と生きるためにとても大事な事です。どういう事かとい
うと、みなさんは何故教会に来るのですか？聖霊様の役割はな
んですか？神様がいったい何を伝えるために聖霊様をくれたの
か？聖霊様と一緒に生きるようになると「我とそれ」から「我
と汝」になるのです。「我とそれ」というのは何故その人と一
緒にいるのかがその人の人格ではなくて、その人の意味になっ
ているのです。それは形になっているのです。ヨハネの中から
神様があなたの人生をもっと深く関わりたくてやっているので
す。人を通してでの信仰ではなくて本当に神様と一対一につな
がって本当にあなたがそこにいる事が喜びになって、あなたが
そこに存在しているだけで素晴らしいことが理解されるので
す。そうすると、どんな境遇があなたに起ころうとあなたの敵
があなたに剣を向いてこようとあなたが、たとえそこで一人に
なろうと平気なのです。「患難さえも私は喜んでいます」ロー
マ５：３　人を通してではなく神様を通しての十字架になると
それは大きく変化します。私達は今、教会をそれにしてしまっ
ているのです。あなたの心を満たすものなのです。礼拝はあな
たの問題を解決するものなのです。確かにそうなのですが神様
はあなたの礼拝の環境を回復したいのです。あなたとあなたの
人生を回復したいわけです。あなたを創造した時には神様とひ
とつなのです。ところがあなたが離れたのです。そして近づい
たり離れたりしているので波が起きるのです。しかしひとつと
なると、そんな事は起こらないのです。そして神様はそれを自
分がするのではないと言っているのです。「私が父のもとから
遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るときその
御霊が私についてあかしします。」「あなたがたもあかしするの
です。初めから私と一緒にいたからです。」ヨハネ１５：２６
～２７「これらのことをあなたがたに話したのはあなたがたが
つまづくことの無いためです。」ヨハネ１６：１　クリスチャ
ンの人生は戦いが起こります。悲しみが起こります。その事を
わざわざ伝えているのです。「人々はあなたがたを会堂から追
放するでしょう。事実、あなたがたを殺す者がみな、そうする
ことで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。」ヨハ
ネ１６：２　パウロがやっていたことです。神に奉仕するつも
りで彼らはキリシタンを迫害していたのです。神様の中にいた
のではなく、神様の外にいたのです。「彼らがこういう事を行
うのは父をも私をも知らないからです。」ヨハネ１６：３
あかしする御霊はあなたの心にその本当の神様の姿を教えてく
れるのです。だから私たちは、そのあかしする御霊と一緒にい
ないとだめなのです。では一緒にいるためにはどうしたらいい
のでしょうか？この方はあなたの心を強制的に引っ張る事はし
ません。愛の人であなたの戸をたたく聖霊様の声は本当に細く
て静かです。あなたの心に風を送ってその等身を消す事はしま
せん。静かにあなたのそばにいつもいて、あなたの心が静まっ
たときにはじめてその人の姿がわかるのです。もうあなたの罪
は癒されあなたの過去は癒され回復されたその十字架がどれほ
どのものだったかを私達は知らなければならないのです。まだ、
わかっていないので未だに過去に引っ張られ、人の言葉に右往
左往させられ、イエス様の中にいるように思えてイエス様の外
をうろうろして傷つけられ、つまずくのです。だから、戻らな
ければならないのです。ところが私達が戻るのではなくて戻ろ
うとした瞬間にイエス様があなたを覆ってくれるのです。そし
て初めてあなたの人生があなたが生きるにあらずキリストが私
と共にいきるのだと言えるようになるのです。いつまでも自分
がそこに生きているうちは誰かを指差して生きるしかないので
す。誰かが悪いというしかないのです。本当はわかっているの
です。自分の心に痛みがありみじめな事は。だけどそれが辛く
て誰かに指差して生きてしまいます。だけど、私達は「我とそれ」
だった神様から「我と汝」に戻りたいのです。その人は何のた
めにいるのでしょうか？あなたの欲を満たし、あなたの都合を
はらすためですか？夫婦はそのためにあるのでしょうか？全て
の人生において、この「我と汝」と「我とそれ」というのは関わっ
てきます。親子関係もです。親はあなたに物を差し出すために
いるのでしょうか？あなたの要求を満たす為に親は存在してい
たのでしょうか？あなたの願いが叶えられるためにいるので
しょうか？その関係では「我とそれ」です。しかし私たちは、
もう一度「我と汝」にならなければいけないのです。その人の
存在の意味を知ってその人の価値を理解して、あなたがいるの
は、その為だという事を知らなければいけないのです。あなた

がいるのは、その人がいるのは、その人に働く聖霊様の姿を通
してイエスキリストが現されるためなのです。だから夫婦とい
うのは、この家族というのはその人がイエス様の姿を現せる聖
霊様と共にいられる場所でなければならないのです。あなたが
家族と関わる時そこで色々な痛みが起こるでしょう。そこで
色々な痛みを感じるでしょう。

　「その方が来ると罪について、義について、さばきについて
世にその誤りを認めさせます。」ヨハネ１６：９　罪について
何を聖霊様は語らせるのでしょうか？「しかし私は真実を言い
ます。私が去って行く事はあなたがたにとって益なのです。そ
れはもし、私が去って行かなければ助け主があなたがたのとこ
ろに来ないからです。しかし、もし私が行けば私は助け主をあ
なたがたのところに遣わします」ヨハネ１６：７　では罪とは
何ですか？ここで言われている罪とはイエス様を信じないこと
なのです。イエス様を信じていると言いながら信じていないこ
となのです。だから私たちは罪を犯してしまうのです。罪の実
を犯すのです。人を憎しみ、人をののしって、裏切って、うそ
をついて、その人を裁き、その人に怒りを燃やし、その人を否
定し、その人との関係を妨げようとするのです。なぜかという
とイエス様を信じていないからなのです。イエス様は回復する
ために十字架にかかり死んだのです。もう一度思い起こしてみ
ましょう。それがわかればイエス様を信じます。そして、あな
たの生まれてから死ぬまでの全ての罪過をはらったのです。そ
の人があなたの人生に関わらないわけがないのです。信じると
いう事は私たちのこれからの全てを信じるという事です。私達
は神様の一箇所だけをみてい神様を小さくしてしまうのです。
そして神様を勝手に判断してイエス様とつきあうのです。罪の
あるところに聖霊は働けません。人を憎しんだままでは働けな
いのです。だから、神様に近づこうとした時に神様は私たちの
心の中を満たすことができるのです。「また義については、わ
たしが父のもとに行きあなたがたがもはや私を見なくなるから
です。」ヨハネ１６：１０これは、この世の義と神の義が違う
ことを言っているのです。私たちはイエスキリストを見てイエ
スキリストに自分の義をあてはめようとしました。ユダヤ人達
はだから彼を十字架につけようとしました。この世の義とはダ
ビデ王朝の復活だったのです。神様が義と言った義は天国の義
だったのです。その天国の義とは何だったのでしょうか？イエ
スキリストがあなたのために命を懸けて死ぬ、それが愛の義
だったのだと証明するために私が去るのだという事を言ってい
るのです。だから、義とは十字架と復活なのです。義というの
は神の愛の中からなされるものなのです。この事は言葉では理
解する事ができません。しかし聖霊様がくるとこれを証するの
だと言っているのです。義とは愛の現れなのです。十字架なの
です。「さばきについてとは、この世を支配するものがさばか
れたからです。」ヨハネ１６：１１　さばきとは、この世の悪
を理解していなかったという事なのです。私たちは人を指差し
て人を裁いて、環境を裁いて、ののしっているのです。ところ
がイエス様は裁きとはこの世の悪が裁かれる事なのだと言って
いるのです。神は罪を憎んで人を憎まない。神が裁いたのはそ
の人ではなくて、その罪のとうしょうである悪なのです。だか
ら聖霊様は、この十字架で罪の対象が何なのかを教えているの
です。人を裁く私達はいったい何者かと聖書はいっているので
す。あなたは自分を裁いてはいませんか？人を裁いてはいませ
んか？今、裁く心が私たちの心から出て行かなくてはなりませ
ん。私達がイエスキリストを信じないでイエスキリストの義が
わからないで裁いているのです。神の領域になって人を裁いて
いるのです。裁きの対象はそこではないと聖霊様は言っている
のです。誘惑者がいてあなたの罪を犯させるのがいるという事
をよく理解しておかなくてはなりません。そして神に告発する
のです。しかし、その告発者は投げ落とされた事をよく知って
おかなくてはならないのです。だが、彼らは神に裁かれたのに
私たちが理解していないからあなたを誘惑するのです。だから
聖霊様があなたを覆う事ができないのです。あなたはどちらを
信じるのですか？誘惑するサタンですか？それに勝利する神で
すか？あなたはどちらを求めますか？

「我とそれ・我と汝」
～聖霊様と共に生きる～　　　　　　　　　ヨハネ１５：２５～１６：３３

罪・義・さばき

まとめ

イエスを信じるという事は彼の生涯を信じなければなりませ
ん。彼の役割を信じなければなりません。あなたの人生を変
える人です。私たちの間違った価値観をつくりかえ、あなた
を覆うその方は痛みにあっても勇敢であれ、そう語られるの
です。それをなされるのは聖霊様なのです。ですから、求め
ていきましょう。

イエスを信じるという事は彼の生涯を信じなければなりませ
ん。彼の役割を信じなければなりません。あなたの人生を変
える人です。私たちの間違った価値観をつくりかえ、あなた
を覆うその方は痛みにあっても勇敢であれ、そう語られるの
です。それをなされるのは聖霊様なのです。ですから、求め
ていきましょう。
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