
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２１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

平澤一浩

全本みどり
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a加藤優子
永井比和子
楢村明子
小根久保麻
平澤　瞳
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　病気になった時、私たちはお医者さんが治して
くれると思って病院へ行きます。私は、心や体の
調子が悪い時、神様お医者さんの病院へ行くイ
メージが思い浮かびます。神様お医者さんのとこ
ろへ行くと（祈ると）、原因を教えてくれます。
症状に応じて、みことばの注射をしてくれたり、
十字架の愛の点滴をしてくれたり、手を当てて癒
してくれたり、リハビリ試練を与えられたり、別
の助け手を呼んできてもらえたりします。
　一人で病院へ行ける（一人で祈れる）時もある
し、重病で一人で行けない時は、誰かに連れて行っ
てもらいます。私は、待合室で他の人としゃべっ
て分かち合いの恵みだけで満足してしまい、神様
お医者さんの診察を受けずに帰ってしまうことも
あります。問題は神様しか解決できないので、教
会の家族に、祈りで神様お医者さんのもとへ連れ
て行ってもらったり、一人で行くのがしんどい人
を私も連れて行くように心がけたいなぁと思いま
す。
そして、仰せられた。「もし、あなたがあなたの神、
主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られる
ことを行ない、またその命令に耳を傾け、そのお
きてをことごとく守るなら、わたしはエジプトに
下したような病気を何一つあなたの上に下さな
い。わたしは主、あなたをいやす者である。（出
エジプト記15:26）」

 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
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（ ２０１９年４月７日 ）
（要約者：富岡　美千男）

スモールファミリー
誕生者のお祝い

19:30～特別集会
天野師

黙示録　福澤師

ペテロの手紙になります。ペテロは皇帝ネロによる迫害の際
に殉教したとされています。ネロの迫害はローマの大火（64
年夏）に続いて起こりました。ペテロの存命中に本書が書かれ、
シルワノとマルコがローマにその時いたとするなら、
AD64―67 年の間と見るのが妥当と考えられています。内容
としては、さばきは神の御手の中にある故に、キリスト者は
善を行って国家に服従することが求められるからです。この
手紙の読者たちはキリスト者である故の様々な苦難に直面し
ていきます。彼らはすでに苦難の中におり、更に厳しい迫害
にさらされることが予想されていました。迫害する相手とし
て、ユダヤ人からの迫害によるもの、同国人からの宗教的偏
見や種々の反感によるもの、更にローマ当局によるものでし
た。ペテロはこのような小アジヤ北部の諸教会のキリスト者
の状況を聞き及んで、イエス・キリストの福音の恵みと希望
を再確認させ、そのような状況にあっても、彼らに様々な試
練や苦難にどのように対処し、世にあってどう信仰に固く立っ
て生きるのかを教えている内容となっております。またペテ
ロの手紙では「教会」というものがどのようなところである
のかを伝えるために記しています。旧約との連続性を強調し、
教会を「真のイスラエル」と見なしています。また教会は「選
ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民」
と書かれています。教会とは人々の集まりであり、一人ひと
りが神様によって集められているのです。私たちはどのよう
な状況に置かれたとしてもキリストの体として１つとなり進
んでいきたいと思います。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師

日名　洋
西嵜孝之
a西嵜真由美

　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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高橋奈津江

遊びの達人　in　真庭あぐりガーデンPPHへ（ユース）キッズキャンプ（小学生以下）

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。

　イエスキリストの十字架のシーンは鮮明に描かれていませ
ん。イエスキリストがゴルゴダの丘に向っていくドロローサの
道、そして髑髏と言われるゴルゴダの丘に架けられたこと、二
人の犯罪人が周りにいたことは書かれています。しかし、釘を
打つことや辛かったこと等、具体的に描写されていません。聖
書の中で触れているのはその周りの出来事です。周りにいた人
達がイエスキリストをどの様に最小に見ていたか。それが最後
どうなったかと言うことなのです。最初はあざけ笑い兵士たち
はくじ引きをしてイエスキリストの下着を分けます。イエスキ
リストがまとっていたのは４つあったと言われています。頭を
覆うもの、外套、履物、当時彼らが着ているものは４つだった
ので４つに分けられ旧約聖書の概念の中でイスラエルが分けら
れていくことを予言していて、当時その事も予言されていてそ
の事の成就だったということです。そのあとにイエスキリスト
が着ていた一枚の縫い目のない下着がでてきます。これはいっ
たいどんな意味があるのか。しかし、聖書には一切出てきませ
ん。そして、多くの研究者がこの部分に触れますが、最終的に
は意味を見出す必要があるのかという所で終わります。一つ正
しいことは当時大祭司が着る服が一枚の縫い目のない下着でし
た。旧約聖書の時代に縫い目がある下着をつけてはならなかっ
たのです。その意味が一体何なのかということを考えながら、
聖書にはこうだと書かれていませんが私達が旧約聖書から新約
聖書までを見ると何となくですが神様の御心が感じることがで
きます。この聖書個所から自らの人生に当てはめたいと思いま
す。何故イエスキリストは生きている間の前は「あなたの罪は
許された」と言ったのに、ここでは「父よお許しください」と言っ
たのでしょうか。深く聖書を見てみるとやはり理由があるので
す。其れは何故なのかとは書いてはいませんので神様から知恵
をいただく必要があります。聖書の歴史の背景を学び様々な学
者が研究したことから知識を学び何故イエスキリストはわざわ
ざそんな方法で私達に残したのか考えなければなりません。背
景からみてもし、そこでイエスキリストが「あなたの罪を許し
ます」と言った場合パリサイ人や沢山のユダヤ人はイエスキリ
ストを、あざけって赦しのメッセージにならなかったのです。
彼らは、イエスキリストはまだここまでおかれても神を冒涜す
る行動をとっていると言われて記録に残ったはずです。ところ
がイエスキリストは最後の最後で今まで言ってきたこととは全
く違った方法で「父よ赦してください」と言ったのです。赦す
という行為は自らの出来事に起きたことに対して赦しましょう
という話をしてきましたが私達が一番赦せないことは自分の大
事なものを傷つけられるということです。それを感じるとこの
場所がよく分かります。なぜイエスキリストがその祈りをしな
ければならなかったのかが。私達はクリスチャンになると人を
裁いてはいけないことは良く分かっています。だから大儀とい
うものが必ずでてきます。人を裁きたくなる心理は相手がとっ
た行動に対して相手が罰を受けていないことに対して赦せない
ので罰したいのです。なぜイエスキリストがこの行為をしたの
かというと本当にあなた自身に傷つけられたこと以上に私達が
心の中でいつも思うことはあなたが持っているものを傷つけら
れた時です。クリスチャンは自然に赦す事を生活の中で行うよ
うになります。周りにいる人々の苦しみや悲しみを自分に抱い
てそして自分の心の中にあって本当は隠しておきたい怒りを神
様の前にぶつけていく。誰がそれをやったのかというとパリサ
イ人だったのです。パリサイ人は自分たちの前に現れたイエス
キリストが赦せなかったわけで、自分たちが死刑に定めるわけ
にはいけないので、最初当時イスラエルをローマが支配してい
たのでピラトに渡し、ピラトはヘロデに渡し、ヘロデはユダヤ
人の一人の王様だからローマの法律で裁けとピラトに戻し、と
ころがローマの法律では牴触しないのでとまた戻して繰り返し
ます。なぜこのような行為を繰り返すのでしょうか。彼らが訴
えたのは絶えず自分達が腹たったのではなくイエスキリストが
やっている事が国民に対して悪なので私達が大事にしているも
のを傷つけるような罪を犯している悪い奴だと言って殺そうと
します。今までの人生の中で皆さんが大事にしているものを傷
つけられた痛みとクリスチャンになって神様を信じた人達が自
らの問題を自らの問題としておくことができず周りの要因を
持ってきて何かを訴え出る行為この二つの行為の為にイエスキ
リストは父なる神に祈るのです。なぜかと言うと傷つけられた
人がその人の行為を許して下さいと願う行為は赦しの確定だか
らです。普通はあなたと私だけの赦しの出来事なのですがその
上で神様が罰してくれるのを私達は待っています。しかし、イ
エスキリストはそれをしなかったのです。彼らを祈りで保証し
赦して下さいと言ったのです。自分が人を裁く行為は、自分が
見えていないからです。だからイエスキリストは父よ彼らを赦
してくださいと言ったのです。罪を見ろと言ったのです。目の
前の行為をすべて見て感じて見ないようにするのではなく自分
で受け取って屠り場に連れていかれる羊のように黙って何も言
わずに誰にも愚痴らずにイエス様を可哀そうだと思って出てき

た人が涙を流している姿をみて、私の為に泣かなくていいと
言ったのです。イエス様の十字架の流れをもう一度思い起こし
ながら自分はどんな群衆なのかをみていただきたいのです。自
分はあの中で人を赦さず、人に指をさし、向き合わずに本当は
愛したいのにそうではない方法をとっている行為があの十字架
のシーンに沢山でてきます。自分の思い通りにならなかったこ
とで沢山の大儀をつくって人を裁いて落とそうとする。でも私
達は人を裁く権利をもっていないのです。何故なら私達自身が
罪人だからです。私達の内に刻まれないとイエスキリストの
イースターの喜びは無意味です。イースターを喜んで祝っても
人を裁いてイエス様の十字架の目の前でくじ引きをして卵を探
していてはいけません。イースターは喜びの朝です。あのマリ
ヤ達がイエス様を追いかけて痛みを知り十字架の目の前まで命
がけで従ってついていき、三日目に蘇ったことを知ったので喜
んだのです。

　私達は記録をしていますが、見ないことにしています。これ
が我慢という行為です。決断が必要です。目の前で悪しき行為
が行われた時あなたが傷ついた時忘れないようにしています。
私達はその時の事を記憶しています。神様は忘れているでしょ
うか。決して忘れていません。神様は言いました。私はあなた
の赦された罪を二度と思い起こさないと言いました。それはイ
エスキリストが十字架で死んだからです。神様は忘れないよう
にしていますが意図的に記憶しないと言っています。礼儀に反
する事をせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず。
この悪を思わないということが記録しないということです。
家族は記録してはいけません。

　赦しのプロセスには感情は伴ってないのです。イエスの皆に
よって赦すと宣言する事が大事です。祈りは賛美と一緒です。
なぜ私達が言葉で言うか。祈りを自分が聞くとことが必要だか
らです。耳から聞いて脳があなたの言葉を聞いて判断させる必
要があるのです。祈る時は自分が意思をもって助けてください
とはっきり自分に聞かせなければいけません。あの人の事を赦
しますと言葉では祈っていますが心の中ではどうやって罰を与
えてやろうかと思っています。だからこそ神様に祈る必要があ
ります。我らに罪を犯したものを我らが赦す如く我らの罪をも
赦したまえと祈る必要があります。神様に願うと同時に我らが
赦す如くと私は赦しましたと宣言しています。私達はそのこと
を宣言する必要があるので言葉でいう必要がありますが、祈ら
ないで多くの場合後ろ指を指してしまいますので、この行為を
やめなければなりません。何か苛立つことがあるのであればそ
のことを通して神様はあなたに示したいのです。あなたと一緒
だと。苛立つことはあなた自身がとっている行為だといつも言
われています。自分の行為が自らの中で大きくいけない事だと
理解しています。だから人がとる行為が嫌なのです。人によっ
て腹が立つことは全部違うのであなたが腹立っているのなら自
分がその行為をしていないかと探るよい機会です。指を指すと
いうことはその３倍自分に返ってくるわけです。神を呪い自ら
を呪うことになります。ですから後ろ指を指す行為をやめなけ
ればなりません。

　
　しゃべることでその人に制裁を与えたいのです。しゃべられ
た人の事は広がって終わることがありません。しゃべる行為は
財産を盗むことです。話す必要がある場合もあります。それは
あなたが真っすぐな道に戻る為の時です。しかし、私達の多く
は同意してもらう為に話したいのです。わかってもらった時点
で記憶されるのです。神様の前で私達がしなくてはいけないこ
とは、自らを向き合うか探すしか方法がありません。自らが悪
かったところを見つけあうしか許すプロセスがないのです。し
かし、多くの人は記憶し、指を指し、しゃべることで自分は悪
くなかったという所までもっていき初めて赦すのです。しかし、
イエスキリストは違うと証明するためにわが父よ彼らを赦して
くださいと願ったのです。彼らを罰しないでくださいと祈った
のです。神様にあなたの赦せなかった人を神様あの人を赦して
くださいと祈らなければいけません。

「赦しⅣ」
～父よ彼らを赦してください。縫い目のない一枚の着物～　　　　　ルカの福音書23：32～48
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② 後ろ指をささず

③ しゃべらない
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遊びの達人　in　真庭あぐりガーデンPPHへ（ユース）キッズキャンプ（小学生以下）


