
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
（４月７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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普段掛かってこない時間に親から電話が掛かってき
た。なんだろうと思って、電話を取るとじいちゃん
が亡くなったという知らせだった。突然すぎて、信
じられなかった。両親共働きで僕はじいちゃんにも
のすごくお世話になった。ご飯を作ってくれたり
色々話を聞いてくれてりして可愛がってくれたじい
ちゃんだった。なのに僕はなんのお返しもできな
かった。それどころか、じいちゃんに冷たくあたっ
たこともあった。じいちゃんとのお別れの日、僕は
謝った。じいちゃんに優しくできなかったこと。そ
して、何よりもイエス様のことを伝えれなかったこ
と。
僕は礼拝で「人間はみんな生まれた時から死に向
かっている。誰も死から逃れることはできない」と
牧先生から聞いた。人と人との関わりの中で、「ま
た今度」という日が必ず来るとは限らないのに、僕
はできなかった。
このことを通して、
僕は大切な人との時間一瞬一瞬を大切にしようと
思った。もし、ケンカをしてしまったら、絶対その
日のうちに解決する。そして、迷わずイエス様のこ
とを伝えていこうと思う。
みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても
しっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えな
がら、責め、戒め、また勧めなさい。（テモテ第二
4章 2節）

 ヘブル９～ヤコ２　水１２金１

※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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薮中真琴

4/4/1131

坂本恭子

（ ２０１９年３月２４日 ）
（要約者：泉水　浩）

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

ヘブル書についてみていきます。著者については
明記していないためパウロをはじめいろいろな
方々であると言われております。パウロ以外では
バルナバ説、アポロ説があります。このヘブル書
が書かれた動機や目的はキリストの十字架刑のつ
まずき、迫害の恐怖、再臨の遅延など、信仰者に
おける失望やキリスト教を離れてしまう危険性に
直面していたキリスト者に、キリストの贖いの完
成を旧約聖書との関連から説明し、希望とさばき
の警告から彼らを牧会的に励まし、慰めるために
執筆されています。文学的特徴としては書簡より
も説教に近いものとなっています。救いに関する
説明とその後の信仰生活上のお勧めが、交互に書
かれています。なのでこの書は、キリストの人格
とみわざについての、高く、深くまとまった神学
書ともいえます。また福音の約束と希望に固く立っ
て、試練の中にもこの世との戦いのうちに信仰を
全うするようにと励ましている牧会的な書でもあ
ります。ヘレニズム文化圏におけるクリスチャン
の歩みを伝える書物となっておりますので、この
ようなスタイルとなっています。このような背景
を覚えて読み進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師

岩崎祥誉
西嵜芳栄
a藤原祐子

　３日　淺野恵子
　７日　淺野祐稀
　　　　安田尚正
　８日　河島　稜
１０日　日名　洋

１０日　穐田靖江
１１日　池田光宏
１５日　船越宣子
　　　　鈴木美江子
１７日　田渕杏奈

２０日　妹尾由紀子
２１日　浅本小百合
２４日　泉水　浩
２５日　小川節子
２６日　岩崎　櫻

２７日　高橋奈津江
３０日　岩崎まり子
　　　　永井　証
３１日　坂本恭子

3 月の誕生者
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聖餐礼拝

田渕杏奈

泉水浩 岩崎まり子岩崎櫻小川薗子泉水浩

スモールファミリー

未来をあかる
くする会

淺野　主眞

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。

　私達はなぜ赦さないといけないのか。私達は赦すこと
でどうなるのか。神の計画が成し遂げられるということ
です。この世の様々な理不尽の中に神様の奇跡が起きま
す。ではなぜ理不尽の中に神様の奇跡が起こるのでしょ
うか。
 

　自らが任されて自らが管理すべきだったアダムは愛す
る女性がヘビに騙されて食べてしまった食べ物を自ら食
べたとき初めて理不尽な証言をしました。「自分は悪くな
い」人間の罪の最たるものは自己義というものです。皆
さんの中に自己義がどれだけあるかによって神様の恵み
が出ていくか、閉ざされていくかが決まります。人間の
罪の愚かさは絶えず自分は間違っていないという方向に
誘惑されていきます。ここを理解していないとどれだけ
悪魔と戦うと決めて祈っても意味がありません。悪魔が
したいことは偶像礼拝の中心として自分を神とすること
なのです。　

　人を赦すことと愛することをするべき私達が神のよう
になって人をさばく様になっていきます。あの人はこう
だ！と言っていいのは誰でしょうか？神様だけです。そ
れはなぜか神様が創られたからです。創った人だけがそ
の人の本当の姿を知っていて、その人のあり方を知って
いて、価値を知ってるからです。

　ヨセフは気づいたのです、自分の人生に起きるすべて
の理不尽はその理不尽を乗り越えた事により起きた神の
奇跡だと分かったのです。私達が赦すのは神の奇跡が私
達に起きるためです。

　みなさんは本当に持っているものを理解しています
か？人は目的があると行動が変わります。しかし、目的
がないと正しい決断ができなくなります。ヨセフは目的
を理解しました。自分の人生の中でなぜ自分がエジプト
に居るのかを考えたのです。あなたはなぜ神様のために
やっているのにうまくいかないのか、それが神様の奇跡
が起こるためだということが分かればあなたの立ち振舞
は変わります。しかし、それが分からないと私達は間違っ
たことをしてしまいます。神様がなぜここを通している
のかを考えないといけません。多くの人はその責任を放
棄して自分が持っているものを理解していませんだから
劣等感があります。劣等感は相手に向けるか自分に向け
るかしかありません。大事なことは自分が持っているの
を知ることです。持つとは自分自身の存在が自分自身に
持たれているということです。分かっていないから見な
いのです。人は可能性があるから見ようとするのです。
知らないから分からないのです。分かろうとしないから
分からないのです。みなさんは知っていることを知って
ください。聖書の権威は赦すことなんです。これはイエス・
キリストの持っている権威の大多数なのです。そして赦
す行為は必ず奇跡を起こしているのです。私達は鍵が与
えられています。皆さんは赦す主（ぬし）なんです。赦

されたことを知った人は、神様から赦す権威を与えられ
ています。赦す権威を知れば劣等感は必要ないのです。
劣等感は自分を赦さないことから始まるからです。自分
を赦せない感情は絶えず自分を落胆させて失望します。
失望は絶望をもたらします。絶望は最終的に諦めになり
ます。諦めると最終的に人と比較してその人から学びま
す。学ぶとは聞こえはいいが、その人の様に生きること
なのです。

　大切なのはすべてのマイナスな出来事を赦すことです。
自己義で鍵を開けようとすると鍵が壊れてしまうのです。
イエス・キリストがなされたことはまっすぐ人と向き合っ
たり自分と向き合うことでした。許しのプロセスはまっ
すぐ向き合うしかないのです。本当の赦しに到達するた
めに大切なことは鍵をまっすぐ使うしかないのです。悪
魔の目的はコミニュティーの崩壊なのです。悪魔はクリ
スチャンが集まるコミニュティーを壊したくてしょうが
ないのです。そこに一人でもクリスチャンが居れば悪魔
は徹底的に働きます。人と人が向き合えば主の回復があ
るが人が間接的に向き合えば壊れます。悪魔はイエス・
キリストの権威を地に落としたいのです。

　イエス・キリストは一番底辺まで、降りてくださいます。
私達が赦すことは、赦されることの前提です。赦す＝赦
される自分が何を赦されたか。赦せない人を赦す決断が
必要です。「ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らによくし
てやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そう
すれば、あなたがたの受ける報いはすばらしく、あなた
がたは、いと高き方の子どもになれます。なぜなら、い
と高き方は、恩知らずの悪人にも、あわれみ深いからです。
あなたがたの天の父があわれみ深いように、あなたがた
も、あわれみ深くしなさい。さばいてはいけません。そ
うすれば、自分もさばかれません。人を罪に定めてはい
けません。そうすれば、自分も罪に定められません。赦
しなさい。そうすれば、自分も赦されます。与えなさい。
そうすれば、自分も与えられます。人々は量りをよくして、
押しつけ、揺すり入れ、あふれるまでにして、ふところ
に入れてくれるでしょう。あなたがたは、人を量る量りで、
自分も量り返してもらうからです。（ルカ 6：35-38）」

「神の計画を成し遂げる赦し」
You Have?～主は共にいますか？～創世記45：1－8　マタイ13：11

②鍵は真っ直ぐに使うもの
③鍵穴を壊してはならない

神の計画を成し遂げる赦し

理不尽にしたのは誰か？

あなたは神になっていませんか？

ヨセフはなぜ兄弟たちに
このような対応ができたのか？

①持っているものを知る

イエス・キリストは馬小屋の人

最後に

行いのある信仰は赦すことであり、自分がどうある
べきかです。そして赦すことは赦されることです。
行いを勘違いしてはいけません。教会で懸命に奉仕
すること…。そんなことではないのです。自分が何
を赦されたかを思い巡らし、赦せない人を赦す決断
をして行きましょう。

行いのある信仰は赦すことであり、自分がどうある
べきかです。そして赦すことは赦されることです。
行いを勘違いしてはいけません。教会で懸命に奉仕
すること…。そんなことではないのです。自分が何
を赦されたかを思い巡らし、赦せない人を赦す決断
をして行きましょう。
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