
イースター特別礼拝イースター特別礼拝
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２８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

岩崎祥誉

平澤一浩
金森清子
a泉水　浩
富岡　牧
西嵜孝之
岡本享子
西嵜真由美
行司伝道師
小根久保麻
牧三貴子
李  雋英
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　約2年前の早朝、私は自動車に乗り、自宅から
津山に向かっていました。その途中、山道を走行
中の出来事です。前方から来ている対向車が私に
向かってきている…戻る気配がない。私は、ブレー
キをかけ道路左側ギリギリまでより避けようとし
ましたが、正面衝突しました。すごい衝撃を受け、
一瞬意識を失いました。目が覚めた時、いろいろ
衝撃的でしたが、特別に痛いところもなく、生き
ている！大丈夫だ！と思いました。そして、直ぐ
に病院に運ばれ全身検査を受けましたが、眼底骨
折と多少の縫合処置だけで、特に異常ありません
でした。自動車は大破しましたが、私は神様に守
られ「私は世の終わりまで、いつもあなたがたと
ともにいます」と教えてもらいました。もうひと
つ「悔い改める必要がある」と教えてもらいまし
た。感謝を忘れていないか。時間を大切にしてい
るか。自己中心になっていないか。人のせいにし
ていないかなど。そして、どこかで私を必要とし
ている人がいる、私は生かされていると思うこと
ができました。
神様は、このことを通して、祝福へと変えて下さっ
てることを感謝しています。
「すべてのことはあなたがたのためであり、それ
は、恵がますます多くの人々に及んで感謝が満ち
あふれ、神の栄光が現れるようになるためです。」
IIコリント4章15節

 Ⅰヨハネ４～黙２　水Ⅲヨハ金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

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONYTESTIMONY「コラム」
前の早朝、私は自動車に乗り、
かっていました。その途中、山
事です。前方から来ている対向

「コラム」
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イースター特別礼拝

福澤満雄師

森田加世子

（ ２０１９年４月１４日 ）
（要約者：淺野　恵子）

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

ヨハネの手紙についてみていきたいと思います。著者は伝統
的に使徒ヨハネのものとされています。後の 2つの手紙には
宛名が記載されていますが、いずれも執筆事情やその教会の
背景・問題点、そして内容などに共通している事柄が多いこ
とを考慮すると、第 1の手紙と同じく各教会に宛てて書かれ
た公同書簡といわれています。この当時の問題点は、主にギ
リシヤ思想から派生したグノーシス主義的な偽りの教えが、
当時の諸教会に強い影響を及ぼしつつあったことなのです。
詳しくは次週に掲載しようと思います。この手紙は単に正し
い教理の説明や確認というだけではなく、教理は実践によっ
て裏付けるものとして、本来キリスト者は「罪のうちを歩」
まない者であり、むしろ「光の中を歩」み、「キリストが歩ま
れたように歩」む者、「ことばや口先だけ」でなく「行ないと
真実をもって」愛する者であるべきなど、極めて高い倫理性
を持った信仰生活が強調されているところに特徴があります。
教理と実践、あるいは信仰と生活というバランスのとれた二
面性を、これらの手紙にしばしば用いられている言葉で言い
換えるなら、「真理」と「愛」と表現できると思います。ちな
みに「真理」という言葉は 3通の手紙の中に 20回、「愛」は
なんと 60回を越えるほど頻繁に出て来ています。真理と愛
は必ずしも対立概念ではないが、真理のみが強調されるとこ
ろには、時に冷たい論理が残って愛に欠けるきらいがあり、
また愛だけが強調されると、真理を貫くという点が軟弱にな
る危険もあります。しかしこれらの手紙全体には「真理と愛」
が見事に調和している手紙となっております。私たちもこの
手紙を読みながら、御言葉の実践として赦しに向かって進ん
でいきましょう。

福澤満雄　牧師
平澤一浩

全本みどり
泉水京子
a加藤優子

　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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西嵜　達也

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。

　私たちクリスチャンは，再建という大きなテーマを担っ
ています。そのために私たちが信仰を持って命をかけて様々
な妨害から打ち勝たなければなりません。妨害とは私たち
の心の闇です。悪いものは闇から私たちに入ってきます。
闇は自己義によって成されました。私たちの心の中に，赦
せない思いを与えます。自己義は，私は被害者であるとい
う自己憐憫とつながっています。その結果，自分に危害を
与えた人を憎むようになり，自らを守るために目に見える
ものを神にし，守ってもらえるように願いました。自分は
正しいという傲慢な思いが人生を狂わせていくのです。罪
の根源は自己義です。出エジプトの時代，イスラエルの民は，
金の子牛像を造り，モーセを殺そうとしました。それは自
分が正しいという思いからです。赦しは最大の神様の恵み
です。赦しの中に神の計画や摂理があるからです。キリス
トが十字架に向かっていったように，あなたの生涯をかけ
てあなたに成せと言われたテーマを成し遂げていけるよう
に祈っていきましょう。
　私たちはいつも赦せない思いをもっています。一度赦し
てもまた次の日に赦せない思いが出てきます。赦しを完成
させるということはどういうことなのでしょう。ヨセフは
兄たちに憎まれ，殺そうと穴に投げ込まれたところを危う
くエジプトに売られました。再会した時，兄たちはヨセフ
はもう死んでいると思っていたので非常に驚き混乱します。
かつての罪のために父ヤコブの怒りを買うことを恐れたか
らです。しかしヨセフは「私は怒っているのではない，だ
から恐れないでください。私がここに来たのはあなたがた
のためにイスラエルのために神がそうさせたのだ。」と言い
ました。そして「急いで父のところへ上っていって言って
ください。あなたがたの子ヨセフがこう言いました。神は
私をエジプト全土の主とされました。ためらわず私のとこ
ろへ下ってきてください。」とだけ言いました。王ファラオ
が父ヤコブの全家族ともエジプトに下りゴフェンの地に住
めるようにしてくれたのです。王が心配して彼らに恵みを
与えたのです。なぜそのようなことができるのでしょうか。
私たちがしようと思うことを完成させるためには１人です
ることはできません。共にいる人たちが喜んでくれないと
いけません。自分の人生を自分で決めるのではありません。
私たちが大事にしないといけないことは環境が整うという
ことで，それは暗闇の一番根底にある大きな問題が解決す
るということです。縛られている罪から解放されるという
ことです。縛られている罪とは，誰かを憎んでいるという
ことです。憎む心がある限り，神様が与えてくださったそ
の恵みを得ることはできません。私たちの心の中にいつも
自分は間違っていないという自己義がはびこっています。
ヨセフはその自己義が取り去られ，父に彼らの罪を言わな
かったのです。神様の摂理はすべての人に回復をもたらせ
ます。赦しによってなされる神の摂理です。あなたを赦さ
せるのはあなたを通して神の計画が成し遂げられるためで
す。それは摂理であって，神の計画とはあなたが戻ること
です。あなたが今置かれている状況が赦さなければならな
いことが摂理のためであるということを知らなければなり
ません。私達は，何でも悪魔のせいにしてしまいますが，
決断するのは私達です。神に立ち替わって人を裁き，人を
コントロールし，思うようにならないと罰を与えるという
「自分神」にならないようにしましょう。私たちは神様に造
られたもので，任されているものがあり，それを成し遂げ
ることが神様の前に従うことです。自らの中に神がいない
か探らなければなりません。人を裁き，人をコントロールし，
人に罰を与えるのは神様がやることです。排他的な心はあ
なたが神になろうとしている瞬間です。イエス様を十字架
に掛けたのは自らが神になった人の行為です。自分を救お
うとする行為が神になろうとする行為です。ヨセフは彼ら
に彼らのしたことの責務を負わせませんでした。ヨセフの
人生から救いを，赦しを完成させましょう。

　箴言「人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の
終わりは死の道である。」というのが自己義人の道です。自
分の人生の歩いている道が正しいと思っているとまっすぐ
に見えます。自分は間違っていないという行為が自分が神
になって人を裁くのです。「しかし心の堕落している者は自
分の道に甘んじる。」心が堕落するとは人を裁いているとい
うことです。自分が正しいと思ったら自分の道ができ，嬉
しくなり，神様がいらなくなり，自分の道に甘んじていく
のです。結果，よいものが離れていってしまいます。相手
に決断させるのではく，自分が決断しなければなりません。
赦すことも謝ることも正しい道に戻ることも人と和解する
こともとても大変です。ヨセフは神様が自分を作り直そう
としていることが分かったので，赦しを成し遂げたのです。
心の堕落している者が自分の道に甘んじていないか，自分
が楽な道を通ろうとしている時点で，誰かを犠牲にしてい
るということだからです。

　ミャンマーで多くの子どもたちを救っている日本人医師
吉岡秀人さんの映像を見ましょう。彼は心の堕落を納める
ために，自分で対処しなくてはならなくなる道をやめまし
た。心の堕落とは闇の中に進むわけです。自分に与えられ
た生き方は誰かのために自分がフルスィングで生きるとい
うことを学んだのです。心の堕落をおさめる方法は，自分
が何のために存在するのかを知るということです。彼は病
気を治すことではなく，人生を助けることだと言っていま
した。自分の存在価値，自分がどう生きるかを見出しました。
クリスチャンは赦すことで愛を流すという生き方をするこ
とがフルスィングであるべきだと聖書では言っています。
赦すと言うことは赦す力を神様から頂くことです。だから
こそ堕落をおさめられるのです。私達は人を憎まない決断
をしなければなりません。堕落の中に生きようとする闇と
は赦さないと聖書に書かれています。赦すという決断は，
その人の人生をも変える決断になるのです。

　
　私達が暗闇の中で生きることを止めて堕落から解放され
る唯一の道は赦しの完成です。そのためには４つのポイン
トがあります。その人に対して必要であることを行えるか，
励ますことができているか，徳を高めているか，尊厳を守っ
ているかということです。がむしゃらに生きることを次世
代に見せることです。神を礼拝することと人を愛すること
と赦すことについて，がむしゃらに生きろと聖書では言わ
れています。人が幸せになるためには，神を礼拝するしか
ないからです。ヨセフが兄たちにとった行動のように，本
当にその人に必要なことを行い，励ますように語らなけれ
ばなりません。私達は自分に必要なことを相手に求めてい
ます。あなたが語るのなら，その人に必要なことを語って
ください。必要かどうかを判断するのは，励ましているか
どうかです。そしてあなたがその人と交わることでその人
の徳が高まります。これが赦しの完成です。なぜなら，神
様がその人に与えた尊厳をあなたが知っているからです。
これはキリストの十字架です。キリストが私達にしてくだ
さったことです。私たちは神を愛し，自らを愛し，隣人を
愛して赦して生きると自らの存在意義が見出せると分かっ
ています。与えられた時間の中で神様を見出せない人は本
当に人を愛することができません。だから私達はもう一度
赦しを完成していきたいと願います。

「赦しによって成される神の摂理を知る人生」
～赦しの完成を目指して～　　　　　　　ルカ１１：４　創世記４５：８～２８

① 自己義人と罪の大きさ　
　　　自己憐憫の実

② 心の堕落を納めよ 心の堕落 
　　　自分で対処しなければいけなくなる

③　　必要性・励まし・徳を高める・
　　　尊厳を守る
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スモールファミリー
誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

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）


