
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１４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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先日、私の携帯に小学校から電話がなりました。小学校
から電話がなると、「ケガをしたんじゃないか？」「息子
が友達に何かしたんじゃないか？」と不安になります。
そう思いながら電話にでると、担任の先生からでした。
「放課後、こうせいくんが友達と遊んでいてその場所に 1
年生の子供達も居て、１年生の 2人がケンカを始めケン
カに負けた１年生の子が泣きながら家に帰り、親御さん
が心配して小学校に連絡がありました。次の日、その場
所にいた子供達から話しを聞いて、こうせいくんにはそ
の場所に居ながら、止める事が出来たのに止めようとし
なかった事を注意した所、こうせいくんも悪かったと
思ったのか、その日学校から帰ってすぐにその子の家に
1人で行き、お父さんお母さんに「止めれなくて、ごめ
んなさい。」と謝りに行っていた」という先生からの電
話でした。私はそれを聞いた時、涙が溢れました。私は
不安という言葉に逃げ、息子を信じてやれてなかった。
と深く反省しました。その事をヒロシに話すと、「でも、
どういう思いで行ったか？っていうのが大事なんじゃな
いの？」と言われ、私は謝りに行ったという行動に、す
ごいじゃん！と誇らしいに気持ちになり、どんな思いで
という所まで、考えていなかったなと…
後日こうせいに聞いてみると、「本当に悪いと思ったか
ら、謝りに行った。」と言いました。昔から元気が良す
ぎて、えらそう、口が悪い ( ヒロシと一緒 ( 笑 )) ですが、
思いやりのある子になっています。
神様はこうせいの側にいて下さり、恵みを与えて下さい
ました。心から感謝します。
「私にとって、自分の子供たちが真理のうちに歩んでい
ることを聞くこと以上に大きな喜びはありません。」第
三ヨハネの手紙 4節

 ヤコ３～Ⅰペテ４　水１金３

※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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、私の携帯に小学校から電話がなりました。小学
電話がなると、「ケガをしたんじゃないか？」「
達に何かしたんじゃないか？」と不安になります
思いながら電話にでると、担任の先生からでした

「神様からの恵み」
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（ ２０１９年３月3１日 ）
（要約者：澤口　建樹）

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

ヤコブの手紙についてみていきたいと
思います。ヤコブの手紙は、新約聖書
の中のパウロの手紙とヘブル人への手
紙以外の 7つの書簡の総称である「公
同書簡」に属するものです。本書の特
色は、他の書簡と比べてイエス・キリ
ストの人格とみわざについての言及が
ほとんどなく、信仰生活の倫理的、実
践的な教えが強調されていることにあ
ります。それは著者の関心が、読者を
教理的誤りから守ることよりも、すで
に信じ、理解している信仰を生活の中
で実践させることにあるからです。本
書ほど主イエスの教えの影響が大きい
書簡はほかにないといえるほどです。
この書を読みながら、私たちの愛の実
践を確認していきましょう。

牧　一穂　牧師
牧　唯恵　伝道師

行司佳世　伝道師
太田幸子
a牧三貴子

　２日　籔中真琴
　３日　金森将雄
　　　　永井匡史
　４日　牧　友実
　７日　全本達正

　７日　渡邉龍朗
　８日　森下敦子
１２日　村部香代子
１６日　三村美香
１８日　名越信三

１８日　藤本直美
２１日　森田加世子
２２日　行司佳世
　　　　澤口千春
２５日　山本　登

２５日　岩崎雅弘
２６日　金光文雄
２６日　大宮東子
２７日　妹尾俊子

２７日　李  雋英
２９日　佐々木徹心
３０日　堀川正子

4 月の誕生者
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誕生者のお祝い

未来をあかる
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泉水　京子

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。

　神様は私たちの人生の中であなたに任せたものがあります。不正な管
理人も神様が任せた仕事です。「主人」はイエス様が話した例えですがイ
エス様自身のことをアピールしている文章でもあるのです。イエス様は
なぜ、こんな例えをもって、ばれた時にこの管理人が借金をした人々を
呼んできて、こんな方法をとったことをイエス様が褒めたのでしょうか。
　この不正な管理人は、主人にお金を無駄遣いしたことがばれたので、
考えて主人にも損をさせず、主人から借りている借金を半分にしてやっ
て自分を雇ってくれるところを探そうという悪賢い行為をイエスキリス
トは、「この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らより
も抜けめがないものなので、主人は、不正な管理人がこうも抜けめなく
やったのをほめた。」のです。神の子はクリスチャン。この世の子は信じ
ない人たちで、不正な行動をほめたのではなくここまで自分の人生に対
して巧妙に知恵深く生きているその姿をほめたのです。それなのに弟子
たちには「お前たちはどうなんだ？」と問うたのです。

賢さが私たちに示すもの、知恵が私たちに示すものはいったい何でしょ
うか。賢い人は分かっています、自分が何も持っていないことを。すべ
て神様が持っているものなのに、私たちは勘違いして自分の人生で得た
ものだと思っています。賢さとは自らが裸であったことを知ることです。
クリスチャンはこんなにも神様に祝福されていても未だに「無い無い」
と言って生きているのです。それは、自分のものだと思っているか、神
様のものだと思っているかの違いなのです。「無い」とわかるのです。「持
つ」ということは怖いことです。一度持つと守ろうとします。あなたの
ものではないので守らないようにしてください。

赦さないということは、あなた自身を守るためにあるのです。ですから、
その行為は失敗します。主人が帰って来て管理人の不正を見つけたので
す。無駄遣いをしていることを見つけたのです。誰のことですか。あな
たのことです。この話は弟子たちに言ったのですから。主人が帰って来
てあなたに言ったのです。「無駄遣いをしている」と。この世の人たちは
そういうことがばれると、何とかして真剣に取り戻そうと自分の立場を
得ようと努力します。ところが、神の子はそういうことはしない。と言っ
ているのです。私たちが神様に任された人生です。世の中の人よりもあ
なたはよく、どのように任せられたか知っているはずです。イエスキリ
ストが自ら十字架に架かって死んで、私があなたの罪を背負うから、あ
なたは私の代わりに幸せに生きよ。そして、私の人生で私がしたいと願っ
た人々を救うために生きてほしいと言われたのです。あなたが今、任さ
れていることは神様から与えられた大切な役割だということを知ってい
ますか。それを知っていて、「あなたはそれを無駄に使っていませんか。」
と、問われているのです。あなたは、「報告を出せ。」と、言われています。
あなたはそこで、なんと報告しますか。そこで、この世の人はばれて「し
まった」と分かったから良かったのです。ところがクリスチャンは何と
か守られていて危機感がありません。だから神様は「あなたが与えられ
ているものに目を向けなさい。」「小さなことに忠実でありなさい」と、
言われたのです。聖書の中で「小さいこと」とは何でしょうか。「小さな
こと」とは、神を愛し、自らを愛するように隣人を愛するということです。
それはどういうことかというと「その人を赦す」ということです。

クリスチャンのみなさんは知っているのです。知っているのにやらない
のは罪です。この世の人たちは自分の人生を得るために抜けめなく真剣
にやるのです。ところがクリスチャンになると、神様が与えてくれると
思うようになるので力が 60％ぐらいになるのです。何に 60％になるか
というと、あなたがしなければならないことをしないようになるのです。
これが教会の衰退だと思います。今日もう一度、あなたがしなければな
らないことを、本当にやっているか思い返してもらいたいのです。私た
ちは本当に大事なものは何なのかを知恵をもって見なければなりません。
私たちはあまりにも愚かで、目先のものだけに反応して、間違った判断
を犯すのです。神のみ使いたちの愚かさまでにも、私たちは到達するこ
とがないのです。そのような私たちができることは、その人を愛して、
信頼して従うことなのです。その人が何をせよと言っているかというと
「赦せ」と言ったのです。あなたの祝福のためにです。だから、赦さなけ
ればいけないのです。なぜかというとあなたが赦されたからです。「愛す
るということは赦すことです。」
不正な管理人は自分の人生の不祥事がばれた時、真剣に残された期間を
考えたのです。このやったことを褒めたのではなくて、考えたことを褒
めたのです。ばれた時に何とかして生きていく方法を考えたのです。み
なさんは問題が起きた時、ダメだとなっていませんか。本当に何とかし

てあなたはそこで神様に求めて、何とかしようと努力しているでしょう
か。あなたの中に問題が起きた時、あなたの中に赦していない人がいな
いか探ってください。そして、そうでないのなら、妨害なら戦えば良い
のです。そして、妨害でないのなら、感謝すれば良いです。

あなたのものはなにもありません。あなたがあなたのものを自分のもの
と思っているのです。取られたと思っているからです。私たちは主人か
ら預かっているものを管理しているだけなので感謝されるのはあなたで
はありません神様です。

自分のものだと思うならあなたはそれを失います。しかし、預かったの
ならばそれはちゃんとするはずです。あなたが今、任されている経済、
家族、仕事を神様から預かったと思ってください。

この主人が帰って来てばれた管理人は使い方を変えたのです。このまま
いくと自分の人生が終わると思いました。だから、この世の方法で、悪
賢い方法を選んでやったのです。

あなたが救われて天国に帰るまでの期間、あなたはその人生をどう使う
のですか。この世の人たちは何とかちょっとでも良くしようとしますが、
私たちは神様が良くしてくれるのを知っているので、まあ、そこそこで、
準備して後は神様どうぞ。と思っているのです。神様はあなたを育てて、
あなたを祝福したいわけです。あなたがどのように生きるかを見ていま
す。小さいことに忠実であれば、神様はあなたに任せます。自分の方法
でやっているあなたを見て神様は訓練します。あなたを何とかしてキリ
ストの香りを放つ存在にしたいのです。あなたが任せられたものを本当
にあなたは大切にその花が咲くように平和と喜びをもって育てています
か。そうでないと、それは壊れてしまいます。にもかかわず、あなたは
それを守るために憎むのです。使い方を変えなければなりません。あな
たのものではないのです。あなたの人生ではないのです。だから、神様
の思いを知らなければそれはできないのです。あなたが今いる場所で神
様が願っていることはなにでしょうか。なぜ、その場にいるのでしょう
か。あなたが選んで努力して得たのでしょうか。クリスチャンは失敗し
ますが、あなたがなぜそこにいるかを思い起こせば変えれるのです。そ
うすると、あなたはそこで備えられて神様がもっとあなたにさせようと
するところに遣わされていくのです。「小さい事に忠実な人は大きい事
にも忠実であり、小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実です。
ですから、あなたがたが不正の富にも忠実でなかったら、だれがあなた
がたに、まことの富を任せるでしょう。」クリスチャンはこの世の中で
生きるしかないですから、世の中の汚いお金を持って生活するのです。
ならば、その不正の罪によってまみれたお金を用いて友を作れと言われ
ました。この友という言葉に対して、神様を指すという人に対し、この
世の中の友を指すという人もいて神学的に非常にもめています。だから、
私はそのすべてであるべきだと思います。私たちが持っているものが、
この社会の中で、汚いもの、自分のものに使っている場合は神様は友と
は呼ばれません。あなたはどうしていますか。あなたに任せられたもの
を神様は見て、あなたの友達だと言うでしょうか。するとその富が無く
なったとき、「まことの富を任せるでしょう」「また、あなたがたが他人
のものに忠実でなかったら、だれがあなたがたに、あなた方がたのもの
を持たせるでしょう。」「しもべは二人の主人に従うことはできません。
一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたり
するからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということは
できません。」このように書いてあります。神様はあなたの人生にかか
わって、ふたりの主人につかることはできないと伝えています。あなた
が自分のものにした時点でそれが主人です。あなたはその主人によって
コントロールされるようになります。神様の前で是非、今日、自分は裸
であったということを知恵によって知っていただきたいのです。そして、
その上で、あなたに任せられたものを用いて、この世で神様の友達になっ
てください。神様が友という人は私が牢屋にいるときに、あなたは私の
ところに来てくれて、そして、私に水をくれた。それが、友だと言った
のです。イエス様の友とよばれる人は、イエス様が愛した人を愛すると
いうことです。その人に対して必要なことをするということです。だか
ら、私たちは、あなたに出会う人と、あなたがどう向き合っているかを
今日祈りの中で感じていただきたいと思います。

「赦しⅢ」
～裸の私たちが預かったもの　You have?　賢く生きよ！！～　　　ルカの福音書１６：１～１３

神の子＝クリスチャンは

① 自分のものか？

② あなたは預った

③ 使い方を変えようなたは預った

神様の友達に

賢さとは自らが裸であったことを知ること

赦し


