
キッズブレッシングキッズブレッシング
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
（５月１２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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　私の仕事は製鉄所の生産の効率と、オーダーの納期を守るよう
に工場と営業の間で調整をする役です。私の担当するグループは
特に調整が多い部署で、調整をするときは揉めることが多く、心
が疲れてきました。そして、自分ではわからない領域の予期せぬ
問題が最近多く、しかも私が対応できなければ生産ラインを数日
間止めないといけないというプレッシャーにも押しつぶされそう
にもなりました。この繰り返しをしていくうちに、仕事も、同僚も、
自分も何もかもがよくわからなくなり怖くなってきて、とにかく
仕事を休みたいと思っていました。そして、実際先週朝起きると
会社行くことが恐怖になり、上司に連絡して休みをもらいました。
ちょっと休めばなんとか良くなると思い、翌日はなんとか会社に
行けるように心を整えたいと思い頑張って休みました。自分が好
きなことをたくさんして休んだつもりでした。でも、寝る前になっ
て、朝起きて会社に行くことを考えたら怖くて仕方がなかった。
自分が何もできなくて、できないし休んだ私をみんな心配しなが
らも信用してもらえないと思い辛かったです。逃げ出したくなり
ましたが、泣きながら祈りました。「私を助けてください。すべて
神様にかかっていますよ。私は何もできません。この苦しみも、
この先も何もかも神様に委ねます。自分の頑張りや、欲に頼るの
ではなく神様を選んでゆきます。」この祈りをした瞬間、嘘みたい
に恐れが消え去り、こんなにも平安でいいのと思うぐらい落ち着
きました。むしろ、この落ち着き具合が怖いくらいでした。ここで、
私は今までどれだけ神様に頼らず、自分ばっかり考えてきたのか
がわかりました。神様がずっと私と話したくて、私を助けたくて
待っていてくださったことを感じました。一瞬で悩みを解決して
平安にしてあげたいから私のところに来なさいと。この機会で私
は、御言葉と祈りを通して神様にすべてを委ねて生きたいと初め
て切実に感じました。
　「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。もし人がわ
たしにつながっており、またわたしがその人とつながっておれば、
その人は実を豊かに結ぶようになる。わたしから離れては、あな
たがたは何一つできないからである。（ヨハネ15･5）
私は神様にくっついていきます！と誓いました。

 黙10～16　　水13金15

※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」
製鉄所の生産の効率と、オーダーの納期
の間で調整をする役です。私の担当する
い部署で、調整をするときは揉めること
した。そして、自分ではわからない領域

「コラム」
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（ ２０１９年４月２８日 ）
（要約者：牧　三貴子）

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

ヨハネの黙示録に入ります。黙示録セミナーを通して
学んでいるところです。著者は自分のことを「しもべ
ヨハネ」であると記しています。ヨハネという名につ
いては幾つかの解釈の可能性がありますが「しもべヨ
ハネ」と記すだけで読者には判断が出来るということ
は、12使徒の 1人、ゼベダイの子のヨハネとされてい
ます。この黙示が与えられたのは、彼が「パトモスと
いう島にいた」（1：9）時になります。この島はエーゲ
海にある小さな島で、エペソから南西に約 100 ㎞の地
点にあります。ドミティアヌス帝の治世（81―96 年）
の終りの時期にかかれたであろうと考えられています。
キリスト教徒たちはユダヤ教の一派と見なされていた
が、今や彼らの運動の背後に皇帝たちの求める栄光を
脅かすことになるなぞの人物の存在のあることに気付
いた支配者は、キリスト教会の弾圧を強化するように
なりました。迫害の波の高低はあるにしても、苦難の
中にある教会のために、ヨハネは、一方では慰めと励
ましを語り、他方では警告を与える必要を感じていま
した。しかも、御子イエス・キリストによって新しい
段階に到達した恵みの契約をどのように神が完成して
下さるのか、ということにヨハネは関心を持っていた
ようであると考えられています。本書全体を容易に理
解するためには、全体の構造を知りつつ読み進めてい
く必要があるかと思います。「天における礼拝」の様子
や礼拝者の姿をとらえつつ、読み進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

岩崎祥誉
牧三貴子
a高橋奈津江

　１日　山本心春
　６日　英まゆう
　７日　森田莉功
　９日　高杉美代
　　　　西嵜　優

１０日　辻総一郎
１１日　佐藤伶香
１３日　鈴木誠一
　　　　鈴木大智
１４日　藤原すず花

１５日　泉水幸誠
２０日　堀川あや
２１日　坂本竹子
２２日　新開佑香
２７日　澤口建樹

２８日　岡本早苗

5 月の誕生者
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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

李  雋英

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。

　ある晩、裕福な家の晩餐会に招かれた女性が、
席に着いた時その豪華な銀食器の数々を見て、自
分の家の物とは全く違う…と悲しくなり比較の思
いに駆られました。そして、そっと自分のカバン
に一つ盗み入れてしまったのです。あなたがその
瞬間を偶然目にしてしまったら、どうするでしょ
う。召使いにそれを取り返すように指示するでしょ
うか。責め立てるでしょうか。しかし偶然それを
見てしまった家の主は、タイミングを見計い、余
興として彼女のカバンの中に銀食器をテレポテー
ションしたかの様なマジックの演出をしたので、
食器を盗んでしまった彼女は、結果それを自然に
返却することになりました。彼女は帰る時に家の
主に深々とお辞儀をして、「あなたに心から感謝し
ます。」と言って帰りました。神様のなさる解決と
はこのようなもので、人の取る方法とは全く違い
ます。「平安があなたがたにあるように。」ヨハネ
20:19

　怒った相手に罰を与えたい気持ちになるのは、
自分の怒りと比べて相手が良い状況に見える時に
ねたみを覚えるからです。相手に不公平を感じて
罰を求めてしまいます。始めにねたみを持ったの
は、悪魔：大天使ルシファーでした。彼は被造物
の中でも優秀な天使として造られ、多くの力を与
えられていました。大好きな神様のために一生懸
命な彼でしたが、神様が人をお造りになった時に
その大好きな神様が、人をご自分に似せ造られ、
さらに彼にその人に対して仕えることを命じまし
た。その愛に激しく嫉妬しました。やがてそのね
たみは怒りとなっていきました。自分と比べてし
まったのです。そうして自分が神様のようになり
たいと思ってしまったために、下を向いてしまっ
た彼には比較という嫉妬が生まれ、怒りへと発展
してしまいました。怒りは悪の心をはらみ、やが
て悪魔へと堕落してしまったのです。堕天使ルシ
ファーはこうして、神様に愛され造られた人の敵
となり、人を神の愛から引き離すこと、すなわち
滅びをのぞむようになりました。悪魔はこうした
妬みで満ちた比較の心から生まれました。その後、
妬みは人に継承されていくことになるのです。

　
・カインとアベル…神様への捧げものに対する評
価の比較
・アブラハムとロト…持ち物の比較
・イサクとエサウ、ヤコブ…親の偏愛という比較
・ヤコブとラケル、レア…姉妹間の比較
・ヨセフと兄たち…兄弟間の比較
・ダビデとサウル…嫉妬、評価の比較
・ヨナと子孫…

　ねたみとは…比較することで引き起こされる社
会的感情であり、比較する他者が心理的に自分に
近く、自分にとって重要な領域であるほど妬みと
いう感情が喚起されること。

　赦しを奪うのはねたみです。ねたみは罪を超え
て悪なのです。私たちの人生を狂わす根源なので
す。悪魔が狙うのは、妬みを引き起こして、神様
と人（＝隣人＝重要な人）との関係を壊し、祝福
を奪い去ることです。比較の心は神様から離れて
いる証拠です！自分を正当化し正義を振りかざし
て己の罪を見ず、相手に滅びを招き、やがてそれ
は自分や相手に死をもたらすのです。
マタイ 27:16~19
「ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したこ
とに気づいていたのです。」マタイ 27:18

　向き合うこと以外にねたみに対する解決方法は
ありません。ですが、相手の塵を取りたい時、そ
の人と向き合う前に、まず自分の目の梁（罪）に
気が付いているか、よく理解し確認しましょう。
神様に、自分の目線がまっすぐになっているか祈
り、その目の梁を取り去ってからでないと相手の
塵を取ることはできないのです。あなたが許さな
いならそれはあなたのただなかに残るのです。こ
れが悪魔のプロセスです。車にランクがあるよう
に、比較対象があるから検討しやすいかのような
良性の妬みは、すべての秩序を支配する正義に成
り代わっていますが、クリスチャンの人生にはそ
んな良性妬みは不要です。信仰を立て上げていく
のは比較ではなく、志を立たせ、志によって成し
遂げる方法だからです。神様と自分の間にのみ、
あなたのようでありたいという向上心は生まれる
のです。敵対するような向上心や人との比較は不
要なのです。

　
　「そして、それによって何とか私の同国人にね
たみを引き起こさせて、その中の幾人でも救おう
と願っているのです。」ローマ 11:14
十字架の恵みは慈しみ、愛するとはキリストの癒
し許せないのは自分のことも許していない傷が癒
されていないからです。向き合う前に、敵になる
前に、まず自分の罪と向き合いましょう。キリス
トの証者とは自分の罪が許されたことを理解し
て、隣人と向き合うことができる人です。そのよ
うに向き合うと、銀食器を盗もうとした彼女のよ
うに、比較の悲しみを通し、知恵によって改心と
いう脱出の道が与えられました。神様の方法、荒
野の学びとはこのように患難を通して与えられる
のです。神の恵みと摂理を理解し、脱出の道を必
ず用意して、与えてくださる神様に感謝をもって
祈り、比較する心と戦い続けることをあきらめな
いことです。いつの間のかその目線がズレていな
いか再確認をしながら歩みましょう。

「赦しを奪う妬みの基」
～赦しの完成は愛して向き合うこと～　　　　　　　　ヨハネ２０：１９～２３

②ねたみと戦う方法は向き合うこと
～神様から目を離してはいけない！
　聖霊様と共にまっすぐに～

③許されるねたみとはねたまれること
　～私のために迫害されるのは喜び～

主の解決方法

怒りを引き起こすのは「ねたみ」

ねたみの継承　～聖書に見る嫉妬stories

人はねたむと敵になる！
重要な人ほど妬ましい？

①ねたみ・比較は悪魔の根源
～ねたみの継承は死！！


