
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
（１月２０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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私たち夫婦に子どもが与えられて、早くも９ヶ月になります。そ
の成長を見守りながら創造主である神様の御業を日々感じていま
す。最近になり、まだ意味がわかるような言葉ではありませんが、
よく声を出すようになりました。最初の言葉を話す日も近いよう
な気がしています。ところで人はなぜ言葉を話すようになるので
しょうか。それは言葉を教える親の存在があるからです。日本語
しか教えれない私たちの子どもがいきなり英語を話すことはあり
ませんしまた、言葉を教える存在がない限り、子どもは言葉を話
すことすらできません。人間のこれまでの歴史のなかで、小さい
頃に野生動物に育てられた子供の事例が存在しますが、そういう
子どもは言葉を話せない状態で発見されるようです。もうひとつ
は、人間には言語習得能力があるからです。人間に進化する前と
言われている猿の赤ちゃんにいくら言葉を教えても、話すように
はなりません。それは言語取得能力がないからです。今、こうし
て人間が言葉を話していることを、進化論で説明しようとすると
猿から人間への進化の過程でいきなり言語取得能力を身に付け、
さらに言葉を教える親の存在をなくして、言語を造り出したこと
になります。この説明では少し理解しがたいものがあります。
初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは
神であった。
（ヨハネの福音書1章１節）
神は仰せられた。「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、わ
れわれに似せて・・・
（創世記１章２６節）

神様は言葉を話すことができる人間（アダムとエバ）を創造し、
その子どもたちに親が言葉を教え、それをくり返し、今に至るこ
とを信じます。今、私たちが言葉を話しているということは神様
が存在しているということなんです。ハレルヤ
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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

日 月 火 水 木 金 土
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（ ２０１９年１月６日 ）
（要約者：平澤　瞳）

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

コリントの手紙はコリント教会に起きた様々な問題を解
決するために書かれています。その問題はコリント教会
の信徒から口頭で伝えられているものもあれば、コリン
ト教会が文書で問い合せた問題もありました。起きてい
た問題は、①分派問題②近親相姦、不品行、結婚の是非
③偶像に供えた肉の問題、④異言問題、⑤復活否定論等々
があり、多岐に渡り深刻でした。パウロは、テモテを代
理として派遣した後、この手紙を別途書き送ることにし
ました。その後、教会の混乱が収まったかどうかは不明
なのですが、パウロは、再びコリント教会に問題が起き
たとの情報をエペソで得て、解決のためコリントに赴い
たが、結果は不調に終ることになります（2：1、13：1）
エペソに帰ったパウロは「涙ながらに」コリント教会に
書簡を書き（2：4）、テトスに託していきます。エペソ
での働きは終り、パウロはトロアスに行きました。トロ
アスは伝道有望地だったが、彼はコリント教会の成行き
を案じてマケドニヤへ渡り、コリントから帰ったテトス
に会い、教会の悔い改めを聞きました。この朗報に接し
てマケドニヤから書いたのがⅡコリントです。従って本
書は、Ⅰコリント執筆後1―2年のうちには書かれたと思
われています。

牧　一穂　牧師
牧　唯恵　伝道師

全本みどり
佐々木芽生
a岡本享子

　１日　小根久保ゆう太
　３日　近藤昭恵
　４日　森脇遼太
　５日　牧　結果子
　　　　西嵜一喜

　６日　古谷裕美
　９日　金森郁子
１０日　小林博子
１２日　三村路子
１４日　吉岡里英

１６日　田中順子
１７日　小原豊仁
１９日　高杉昌己
２０日　眞砂　仰
２１日　淺野主眞

２３日　平澤　瞳
２４日　朽木佑太
２５日　佐々木佳子
　　　　鈴木たかよ
３０日　大谷理恵

３０日　岩本嘉津代

1 月の誕生者
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永井　匡史

餅つき大会

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。

　
　　「叡智」とは・・・「叡」には骨から肉を抉り取る
という意味があり、人の意を超えた遥か上の知恵、物
事の真髄を探る知恵を意味します。今日、私たちには
知恵が与えられていますが、その知恵は物事の本質が
備わっているでしょうか。神の叡智にたって歩むため
に私たちはどうしたらよいのでしょうか。

マタイの福音書11章19節と25節に「知恵」という
言葉がでてきます。19 節の知恵はソフィア（原理的、
究極的なものに関する完全な知恵）を意味しており、
究極にして永遠なるものを知る知恵です。それに対し
25 節の賢い者や知恵ある者は長い間生きた人が物事
に対し慎重に物事を測ること、知識がたくさんあるこ
とを意味します。私たちは物事の良し悪しをはかると
き、もし自分の生き方に照らし合わせて評価をするな
ら、それは後者の知恵であり、この世の知恵で物事を
判断する人に神様は奥義を隠されます。私たちはこの
世の知恵によらない子どものように、目の前にあるも
のを素直に感じとることが大事です。幼子のようでな
いと神の国をみることができないように、子どものよ
うな発想の中にこそ答えがあるものです。時に子ども
は大人より鋭い見方をし、物事の本質を見極めようと
します。それがソフィアの知恵なのです。

　イエス様の父母であるヨセフとマリアになってみた
いと思う人は果たしてどれくらいいるでしょうか。確
かに時代の主人公、救い主の父母という大役が与えら
れましたが、彼らは自分たちが立てていた計画をこと
ごとく覆される人生を歩みました。これから夫婦とな
り共に歩んでいこうとしていた矢先に妻の妊娠が分
かったヨセフ。まだ天使から告げられていない時でし
たから大切な人に裏切られたと思ったに違いありませ
ん。マリア自身もそのようなことが分かれば死罪にあ
たる時代だったので「どうぞこの身になりますように」
と言う事がどれだけ難しいことだったでしょうか。そ
の後もイエス様を守るために身を隠さなければならな
い日々を送り、最後には愛する子が十字架に架からな
ければならないなど様々な困難に遭遇します。しかし
ヨセフもマリアも神様から与えられた人生を選び取り
ました。ここに神の智恵があるのです。

私たちが立てる計画のなかで、神様と共に歩んでいる
うちに「これは違う」と思わされることはないでしょ
うか。初めは御心だと信じてやってきたことも、だん
だんと神様の御心でないと感じ、神様の計画ではない
と確信するに至ることもあります。御心でなかったこ
とに落胆することもあるかもしれません。しかし、神
様の計画は自分計画と違っても、最終的には自分の願
いをも成し遂げ、それ以上のものを得させてくださる
ものです。
神様の智恵は私たちが思うよりもっと深いところにあ
るので、神の真意を知ることが大切です。私たちはす
ぐに道をはずします。しかし不思議とそのズレた道を
歩むときに神様の正しい道に気づかされます。ズレた
ことで問題が起こりますが、そこで私たちは自分では
なく神様をみようとし、真剣に神様を求めます。そこ

から神様の真の智恵が始まるのです。結果私たちは整
えられ、神様の栄光があらわされることになるのです。

　私たちは現実というものが私たちの人生を無にする
ということを知っておかなければいけません。私たち
は人の評価が伴う現実に心を奪われてはいけません。
なぜなら神様が見ておられるのは現実ではないからで
す。現実とは間違った道に進んだ結果の出来事であり、
現実はすでに過去の失敗なのです。聖書に出てくる人
はすべての人が「自分の計画」と「神の計画」のどち
らかを生きました。自分の計画に生きた人はどうなっ
たでしょうか。自分の計画に生きたいと思いながらも
神様に立ち返り神様の計画に生きた人はどうなったで
しょうか。それぞれがその道に生きた結果が記されて
います。また、忘れてはならないことは「聖書は決し
て失敗しては成らないとはいっていない」ということ
です。失敗は私たちの人生に絶えず起こり得るもので
あり、そんな弱い私たちを神様は同情できない方では
ないと聖書に書かれています。神様は人が失敗するこ
とはよく理解されています。しかし失敗したときに私
たちがどう生きるかを神様は聖書を通して伝えてくだ
さっています。私たちクリスチャンが選ばなければな
らない道は後悔の道でなく、この世の知識で向き合う
道でもなく、様々な出来事の中で神の奥義を見出し、
問題の中にあって神の栄光をあらわす道です。神様は
すべてのマイナスを通して最後にプラスへ変えてくだ
さる方ですから、神様に期待していきましょう。必ず
神様は私たちが願うよりもっと良いものを用意してく
ださっています。今般、私たちは様々な災害や日々の
問題と向き合っています。そのような時、私たちは何
を備える必要があるでしょうか。それは現実的な安全
の備えだけではありません。常に心を敏感に研ぎ澄ま
せ、予定とは違う事が起こったときに行動できる神の
智恵が必要なのです。そして箴言 19:18-23 のみこと
ばから、この世のルールでなく神様の前に出ることを
第一とすることを受け取りましょう。主を恐れるなら、
いのちに至り、満ち足り災いに遭わないとされていま
す。また、私たちは怒りを捨てなければいけません。
なぜなら怒ると人はなにも聞けなくなるからです。怒
りは訓戒に反するもので、怒ると持論が強くなり神の
みことばが聞けなくなります。正しいものを無にし、
みことばから私たちを引き離すものは憤る怒りです。
知恵あるものは聞くには早く、語るには遅く、怒るに
は遅いようにしなければいけません。

「神の智恵」
～神の計画の真意～　　                                    マタイ11:18～ 30

智恵の要素とは

ヨセフとマリアの生き方に学ぶ

神の叡智にたって歩む１年に

神の計画に生きる　
たとえ己の計画と違えども

神様の計画≠自分の計画のとき、すべきこと
まとめ

もし、今歩んでいる道があなたの計画と違うなら
ば、主がそこに恵みをもたらそうとされているの
です。クリスチャンの人生は自らの計画とは違う
生き方をしなければいけないことばかりかもしれ
ません。しかし結果、あなたが願ったことは何倍
にも増し加えられて神様によって完成されるので
すから、私たちは神の永遠の智恵を実行するもの
になり、自らの計画を主に委ね神の計画に生きる
人生を歩みましょう。神の智恵に生きる 1 年が豊
かに祝福されますように。

もし、今歩んでいる道があなたの計画と違うなら
ば、主がそこに恵みをもたらそうとされているの
です。クリスチャンの人生は自らの計画とは違う
生き方をしなければいけないことばかりかもしれ
ません。しかし結果、あなたが願ったことは何倍
にも増し加えられて神様によって完成されるので
すから、私たちは神の永遠の智恵を実行するもの
になり、自らの計画を主に委ね神の計画に生きる
人生を歩みましょう。神の智恵に生きる 1 年が豊
かに祝福されますように。


