
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
（３月３１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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　ネットを見ていたらこんな記事を見つけました。
日本、中国、米国、韓国の高校生に「自分を肯定出
来ますか？」と言う質問をしたところ、「いいえ」
と答えた人、つまり自己否定をした人の率は日本人
72.5%、中国人 56.4%、米国人 45.1%、韓国人
35.2%だったそうです。日本人の 4人に 3人の高
校生は自分を肯定出来ない・・？この記事を見て、
「へー私には無縁だ。みんな、もっと自信を持って
生きなきゃダメだろ～」と思ってその下の記事に目
をやると自己否定するタイプは 4つありその一つの
タイプに「比較優位型」というものがありました。
その特徴は、自慢話ばかりする、よく他人を批判す
る、人にアドバイスしたがる、強い自己顕示欲、「自
分には価値がある」と思いたい願望が強く、それを
証明しようと躍起になっています。自己肯定感の低
さを、人と比較して自分が優れていると感じること
で埋め合わせようとします。時に攻撃的で自信満々
のように見えますが、その裏には「自己肯定感の低
さ」が潜んでいます。これを読んだ時、これは私だ！
と思いました。( 皆さんも思ったでしょ (^^)) もし私
が自分の自己否定の為に皆さんに嫌な気持ちや嫌な
発言をしてきた事を許してください。私には神様の
愛が必要なんです。神様気づかせてくださりありが
とうございます。

 ヘブル２～８　水５金７

※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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（ ２０１９年３月１７日 ）
（要約者：全本　みどり）

スモールファミリー

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

未来をあかる
くする会

　ピレモン書についてみていきたいと思います。ピレモン書
は神学的な内容よりも、極めて個人的な事柄が深い愛に裏付
けられて述べられています。書かれている内容は、オネシモ
という 1人の人物をピレモンのもとに送り返すということに
なります。ピレモンは、エペソでパウロと出会い、キリスト
者となった人物と思われています。彼は自分が住んでいた町
コロサイで、キリスト者の集会を始め、そこには「家にある
教会」と呼ばれるキリスト者の集りが出来ています。ピレモ
ンはオネシモを初めとする奴隷を使っていたと思われるので、
この町でも豊かな生活をしていたと考えられています。その
ようなピレモンの家の奴隷の 1人だったオネシモが、どうい
う事情かは不明ですが、主人ピレモンに何らかの損害を与え
てローマに逃亡しています。オネシモは当時の大都会ローマ
でキリスト者に出会い、獄に入れられていたパウロのもとに
連れて来られます。そこでパウロの指導により回心しキリス
ト者となりました。当時、主人のもとを逃げ出した奴隷は、
発見され次第、有無を言わせず死刑に処せられるのが通例で
した。そのような社会的背景のもとで、パウロは回心したオ
ネシモを主人ピレモンのもとに帰すべきかどうかで悩んでい
たのでした。そのような背景の中で、ピレモンに社会的な通
例に基づく判断よりも、キリストにある愛と赦しによってオ
ネシモを受け入れてほしいと伝えているのです。そのような
意味でこの手紙は、パウロの愛の実践の手紙とも言われてい
ます。私たちにとっても愛と赦しと向き合っている中でピレ
モン書をより深く味わっていけると思います。
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ナイト deライトバンド合宿 in 西大寺キリスト教会

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。

　太陽が真東から昇って真西に沈む春分の日をもうすぐ迎
えます。太陽と私達がちょうど真正面から向き合う時であ
り、私達の影が真っすぐ地平線の向こうまでいくことにな
るのです。こういう日が神様によって造られた日だとすれ
ば、自らが立っている場所を感じ、どの土台に立たなけれ
ばならないのかを思い返す日であると思います。
 

　以前、出エジプト記から話しましたが、モーセが神様か
ら十の戒めを頂いている最中に人々は待ちきれなくなって
アロンに金の子牛を作るように命令しろと言い出し、アロ
ンは殺されそうになって恐くなり金の子牛を作ることを許
してしまいます。そこにモーセが帰ってきました。神様は
怒るのです。しかし、モーセは民を滅ぼそうとする神様に
対して命をかけてとりなしていきます。言うことをきかな
い民でさえモーセは自分の同胞と思って愛していたからで
す。神様はあえてモーセにとりなしをさせ、怒りをおさめ
たことがわかります。結果、悪いことをして失敗はしたけ
れど、レビ人や多くの人々がそれでも悔い改めて神様のと
ころへ帰りました。クリスチャンの生き様というのはまさ
しくこれです。　

　皆さんは自らを見つめるために今日この場所に座ってい
ます。聖書に書かれていることは絶えず私達の考えとは違
います。聖書は絶えずあなたに間違いを示そうとしていま
す。例えばコップに泥水が入っていたとしたらそのコップ
が悪いのではなく泥水が悪いだけです。その人から苦いも
のが出ているのはその人に痛みという泥水が入っているか
らです。飲めないものが入っているだけなので洗えばいい
だけです。しかし、私達は中身ではなくコップが悪い！と
言うのです。イエス様はコップを変えるために十字架にか
かったのではありません。コップは神様によって完璧に造
られたものです。中に入っているものが汚いのです。

　ヨナ書を読み返してみて下さい。自分にとって一番の憎
むべき敵国ニネベに行けと神様に言われたヨナは逃げまし
たが、途中で魚に飲み込まれ、３日３晩そのお腹の中で考
え悔い改めました。すると魚はヨナを吐き出し、吐き出さ
れたところからニネベまではかなりの距離がありましたが
ヨナは自らの決断をもって歩いて向かっていきました。そ
して、ヨナが神様のメッセージを伝えたらニネベの町の
人々は王をはじめ悔い改めたのです。このストーリーは赦
すというところから始まっているのです。赦せない人のた
めに神様は赦しのメッセージをもって来られたのです。

パリサイ人は伝承律法を神様の律法よりも重んじ、サドカ
イ人はモーセ五書だけを重んじ、復活も再臨も信じない
人々でした。彼らがイエス様を十字架にかけた理由は自分
達の立場を守るためです。パン種とは自分の立場というこ
とです。そして、聖書の概念でパン種は腐敗をもたらすも
のです。最初に心にわいてくるパン種は本当に小さいもの
ですが知らない内に膨らんでいきます。あなたの話す言葉
や言い分が自分の立場であれば気を付けてください。また、
パン種の話しを聞いた弟子たちはパンを持ってくるのを忘
れたのは誰だと言い始めました。人のせいです。まさに創
世記でアダムとエバがした責任転嫁です。人類に初めて
入った罪がこれなのです。「わかってもらえる」。これも自
分の立場が正しかったことを求めている言葉です。自らの
中にパン種があることをしっかりと知らなければなりませ

ん。

　当時の鍵は非常に大きく、体にぶら下げていました。
そして鍵は王様の権限でした。この鍵を授けられるとい
うことは、城壁の門を開けるという王様の大切な権限を
委任されるということです。自分達の古いルールで人々
をつないだり解いたりしていたパリサイ人達でしたが、
イエス様が弟子たちに与えたのは天の御国の権威だった
のです。その権威とは「赦す」権威です。自分の汚さを知り、
汚い自分がイエス様の十字架によって赦されることを信
じる信仰によってその権威を与えると言われたのです。

　クリスチャンの最大の恵みは赦すことです。相手が自
分の思いと違う行動に出た時に、なぜ？と考え、神様が
語られるメッセージと神様がせよということをそこで行
わなければなりません。イエス様はなぜ、ご自分がキリ
ストであることをだれにも言ってはならないと戒めたの
でしょうか。イエス様は力ある業によってこの宣教をし
たいとは思わず、弟子たちが赦す姿、変えられる姿を通
してご自分の姿を見せることを望んだのです。だからイ
エス様は馬小屋に生まれ、人々の底辺に生き、屈辱を舐
めて生きられました。その生き様を弟子たちにあらわし
たのです。

　
　イエス様がご自分が十字架にかかって死んで三日目に
よみがえることを伝えられた時、ペテロはイエス様をい
さめたと書かれています。イエス様が最初ペテロを召命
された時「わたしの後について来なさい。」と言われまし
た。イエス様の後ろから歩きなさいということです。け
れど、この時ペテロはイエス様の前に立っていさめまし
た。このいさめるという言葉は原語では若干「叱る」と
いうイメージがあります。神様の働きを制したのです。
だからイエス様は「下がれ。サタン。」と怒ったのです。
けれど、この時の「下がれ」とは、「わたしの後ろに下がれ」
という意味です。荒野でサタンに誘惑を受けたイエス様
がサタンに言った「下がれ。」とは違う言葉が使われてい
ます。天の御国の鍵をもらって嬉しくなったペテロは今
度はいつしかイエス様と対等の立場になったのです。そ
こでイエス様は「お前は私の後ろについてくる立場では
ないか。」と言われたのです。あなたのしようとすること
をイエス様の方法でしないでください。イエス様につい
て行くというのは自分の方法でやるということではあり
ません。それは、自分がこうだと思う立場をすてること
です。そして、私達が自分の立場をすてる最大の痛みは
相手を赦すことです。これは自らを神にささげるという
行為です。右の頬を打たれたら左の頬を出すという行為
がそこにあります。

　
　今日、私達はマタイ１６章から赦しの鍵をもらいまし
た。神様が人間に与えた最大の権威は「赦す」ことです。
なぜ赦すのかというとあなたが赦されたからです。神様
はあなたに罪を示されました。そして赦された人生を得
た私達は神様のためにすべてを委ねて生きるという決
意をします。その決意とは今までの自らの計画に生き
る生き方ではなくて神様が私に与えた生き様を私がバ
トンタッチして生きるという決意です。自らがどのよ
うに赦されたのかをもう一度感じ、そして自分の人生
をもう一度神様に返す決意をしていきましょう。

「神の赦しと鍵」
～この最もやりがいのある神からの願い！～　　　　　　　マタイ１６章

天の御国の鍵…
天体・月・星・季節の移り変わりを通して…

とりなし・悔い改め・赦し…

聖書は何と言っていますか…

ヨナのしるし…

パン種…

最大の恵みである「赦し」…

イエス様のあとについて行く…

もう一度感じましょう…
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