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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
（６月３０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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　わがたましいよ。主をほめたたえよ。主の良くし
てくださったことを何一つ忘れるな。
　これは今年の初めに教会で書いた御言葉です。
先日、聖書を入れている袋のそこにクシャクシャに
なっているのを見つけました…
この御言葉を書いたのは、初めて教会に来た時のこ
とを思い出し、あの時は、人生で一番苦しく、死ん
でもいいかなぁと考えていた時期でした。そこから
神様が本当に良くしてくださって嬉しくて嬉しくて
毎日が感謝に変わりこのことを思わされたのでこの
御言葉にしました。
　それなのに、今の私はこの紙のように神様が良く
してくれたことをちょっとだけ覚えてクシャクシャ
にしてポイ…なのに、口では神様が好きとか、神様
からされたことを流したいと思っているとか、これ
が本心なのか分からなくなります…
こんな私の為にイエスさまは十字架にかかられたの
かと思うと、今はただ、「苦しい」です。だから何
をするにも自信がなく、間違ったものを流すのでは
と恐怖が襲ってきます。それでも神様の前に行きた
い。
　わがたましいよ。主をほめたたえよ主の良くして
くださったことを何一つ忘れるな。
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※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

「ちょっとしか覚えていない私…」
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てくださったことを何一つ忘れるな。
　これは今年の初めに教会で書いた御言葉です。
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スモールファミリー

とりなしの学び
滝元望師 19 時～

ふるさとミーティング

黙示録　福澤師

　今週はヨセフについてみていきたいと思います。族長で
あるヤコブ（イスラエル）の11番目の子で、ラケルから
生れた最初の子になります。「ヨセフ」という名は、「主が
もうひとりの子を私に加えてくださるように」と言われた
「加える」の動詞〈ヘ〉ヤーサフに由来します。ヤコブが
20年間ラバンのもとで仕えてから、カナンの地に帰る6
年ほど前に、パダン・アラムで生れました。ヨセフの生涯
の記述は、非常に具体的で詳細に記されており、しかも全
体に調和があり、まとまった形で記録されています。ヨセ
フは、父ヤコブの年老いてからの子であり、しかもヤコブ
が愛したラケルの最初の子であったので、他の異母兄たち
よりもヤコブに愛されました。結果としてヨセフは兄たち
から憎まれることになります。特に、兄たちがヨセフに仕
えることになるという夢の話をしたので、ますます憎まれ
るようになり、ヨセフは兄たちに殺されそうになりますが、
最終的にはイシュマエル人に売ることになります。このイ
シュマエル人はヨセフをエジプトに連れていきました。ヨ
セフが17歳の時のことでした。このような中からヨセフ
は自分と向き合う日々に入っていきます。奴隷としての生
活、牢獄の日々を通して自分に死に、新しい歩みの備えが
なされていきます。ヨセフの前半と後半ではまったく違う
歩みです。私たちも自我との戦いに勝利して新しい歩みを
していきたいと思います。

草井琢弘　牧師
岩崎祥誉

全本みどり
佐々木亜弥
a泉水京子

　１日　キサンガラ
　３日　牧三貴子
　６日　牧　唯恵
　９日　秋山耕平
１３日　佐野由美子

１７日　酒井　弘
　　　　藤本ちひろ
１９日　日名創真
　　　　岩崎祥誉
２２日　牧　祐

２２日　日名聖也
２３日　泉水　誠
２４日　河島晃太
２５日　中山英子
２７日　岡本直子

２８日　井野川　瞳
　　　　鈴木結仁
３０日　岡本英樹
　　　　永瀬昭子

６月の誕生者
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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。

　アメリカの大学である研究者が統計結果をだしました。保険会社が
研究したのですが、その日、安心して過ごすためには朝、いざこざを
起こさないことと言っています。そして、いざこざを起こさないため
には自分が悪かったということを認めることが大切だと、統計学でも
現されました。聖書でも一貫して、私たち罪人であることを伝えてい
ます。みなさんは自分が罪人であることを自覚できていますか。あな
たの中に正義のジャッジマンがいませんか。夫は妻に妻は夫に、子供
は親に指を向けていませんか。もしあなたが、本当に正しく生きてい
るなら、家族もあなたの周りの人もみんなが幸せになっているのでは
ないでしょうか。私たちはバプテスマを受けました。水につけられ、
キリストの死にあやかって、古い自分に死に、そして、水から出たと
きにはキリストの復活にあやかって生き返りましたが、死んだ自分も
生き返るのです。死んだふりをしていたのです。何十年クリスチャン
をやっていても死んだふりをしていてはかわりません。何か問題が起
きれば、古い自分がでてきてあなたの人生を脅かすのです。いま、人
生を振り返って良かった。といえるならばいままでの生き方をそのま
まやればいいでしょう。しかし、良かったと言えないならば、９割り
の良い部分があっても１割の悪い自分が妨害をしているならば、悪い
自分に死ななければならないのです。　～ロマ書７：１９私は、自分
でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪をおこなって
います。～　と書かれている通りです。そして、誰かのせいにしてい
ます。しかし、だれかのせいではなくあなた自身が決断して、悪を行っ
ているのです。ではなぜそのようなことになってしまうのでしょうか。
死んだはずの自分が死んだふりをしているのかもしれません。ではど
うやったら、次のステップにいけるのか学んでまいりましょう。

　

　牧師だった彼は当時劣悪な環境で働いている人々の救済に尽力をつ
くしたました。彼は農協の創設者です。この農協のテーマはヨハネ１
２章２４節です。もし私たちが死ななければ実を結ばない。もし死ぬ
ならばそれによって豊かに実を結ぶ。自らの命を得ようとするものは
それを失い、それを、失うものはそれを得るのである。これは聖書の
大原則です。教会には十字架がありますが、この十字架を掲げておけ
ば上手くいくというのではなく、十字架を見るたびに自分は死んでい
るかどうかを見るためにあるのです。あなたの中にあなたが生きると
いうことはどういうことでしょうか。自ら得ようとする時戦争が始ま
ります。教会は与えるのではなく得ようとする人たちがあつまってい
るのです。得る事が出来なかったら、あの人がおかしい、あんたがお
かしい。となっていきます。私たちは自分の罪が理解できないことが
問題です。親から言われるように頑張ってきて、理不尽に叱られて、
私たちの人生をコントロールされてきました。自分が間違ってると思
いたくないのです。ですから罪が認められない人がたくさんいます。
自分が今どんな状況に置かれていて自分にはどんな愚かさがあるかも
う一度理解し、欲を得ようとする心に勝たないといけません

　

　自分に死ぬにはどうすればいいのかそれは復活するものになってい
くということです。死ななければ復活がありません。死んでないので
復活しません。ニコデモはイエス様にどうすれば神の国へ行くことが
できるか聞いたら、イエス様は人は新しく生まれなければ神の国をみ
ることはできない。といいました。するとニコデモはも一度母の胎に
はいって生まれなければならないのですか。といい、ニコデモは自ら
が死ななければいけないということがわからなかったのです。復活し
たい、新しく生まれ変わりたいといいますが、死ななければ復活しな
いのです。クリスチャンが何十年たっても変わらないのは自分に死な
ないからです。なぜ死なないかというと、イエス様変わります。アー
メン！ハレルヤ！で終わったんです。しかし、それだけではなく、そ
のあと自らの十字架を背負って私についてきなさい。と言われていま
す。自分に死に続けることです。だれでも神の国に入りたいものは新
しく生まれ変わらなければならない。誰でもキリストのうちにあるな
らその人は新しく作り変えられたもの。古いものは過ぎ去って見よ新
しくなった。新しくなったのになぜ古くなるのか。新しくなった瞬間
から古くなるのです。だから私たちは毎日私たちの心に忍び寄ってく
る新しくなれないものを殺さなければなりません。罪と戦うというこ
とです。

　ベテルで、御使いと夜中戦いました。ヤコブがエサウから長子の権
利を奪ったときに母からうけたこの愚かさと、御使いと戦い続けヤコ
ブは勝ってしまいました。神様はヤコブに罪と戦うことはどういうこ
となのか教え、勝利の経験をさせたのです。神様はそういう方です。
あなたの人生であなたが罪と戦うと絶対に勝てるようにしてくれます。
私たちが戦わないといけないのは、自分自身です。しかし私たちは戦っ
ていません。絶対してはいけないことがわかっているはずです。しかし、
戦わず、不戦敗です。戦っていないので戦い方も知りません。私たち
がキリストと共に復活するためには死ぬために戦わなければいけませ

ん。あなたと戦うことは大変です。悪魔と戦うことはやります。イエ
スの名によって出ていけと祈ればよいのですが、追い出してもあなた
の中に一番の問題があるのだから、無駄なのです。あなたは教会に来
る前と今では変わったのです。その変えられた姿、あなたの生き様を
みせるとき、まわりの人、家族が正しく生きなければいけないと思う
のです。お互いを尊敬しあっていくときにうまくいくのです。しかし、
高ぶって、人を人とも思わず、神ののことを尊敬せず、自分の方が正
しいと思うそしてわきまえない。自分より目上の人に対して文句をい
う。ロマ１章２９～３２

　　死ななければ復活しません。生き返らなければあなたは古いまま
です。古いままのあなたが行動すると壊れます。絶対戦って死んでく
ださい。あなたの中にいる自己と戦ってください。相手ではありません。
自分と戦ってください。あなたの人生をダメにするのは他人でも悪魔
でもありません。あなた自身なのです。ロマ書６：３～５新しいあな
たが生きるなら過去とは全く違った未来が構築されます。

　神様はアダムとイブをつくった時に霊に命を吹きかけられました。
私たちはいかされるようになって永遠の命を持つようになりました。
私たちは永遠に生きたいと願います。なぜなら、永遠に生きる存在だっ
たからです。霊の存在は私たちと神様がつながるところです。霊の部
分が食べてはいけないリンゴを食べてしまったので良心、直観、交わ
りがなくなってしまいました。今、良心がどんどんなくなっています。
生まれたときからもっていて、知恵ともいわれ、神様との交わりの中
で培われていくものです。その霊が死んだのです。イエス様来てくだ
さいと求めましょう。右のほほをぶたれたら左の頬を差し出す良心を
持つことができます。しかし、そこで戦うのが感情です。そして間違っ
た決断をしてしまうのです。

　　現れをいっているのではありません。あなたの心の中の感情にわ
きあがる起こる殺意と戦うのです。あなたの目が罪を犯すならその目
をえぐりだしてしまいなさい。身体全体がゲヘナにいくよりいいので
す。子供たちに罪と命がけで戦う姿をみせるのです。ゆるされるから
といって、罪と戦っていないのです。やくざでさえ間違ったら指を切
り落とすぐらいの落とまえをつけているのです。私たちもそれくらい
罪と戦いましょう。

　私たちは神様に義の器としてつかえるのです。神様を愛するから罪
と戦うのです。しもべは主人を愛してつかえますが、奴隷は無理やり
やらされている感じです。日本は罰が当たる神に呪われるという間違っ
た教育をうけています。だから間違ったことをしないのはいやいやし
ないのです。呪われるからです。しかし私たちは神様に義の器として
ささげるのです。それは主人を愛するから罪と戦うのです。だから神
様を探してほしいのです。この方は今まで裏切ったことはありません。
間違った時は戻れるように導いてくださいました。この方があなたの
ためにどうやって犠牲になったかもう一度思い返してください。十字
架がどんなものだったか知らなければなりません。彼の犠牲を知れば
神のすばらしさがわかります。だからそれさえわかればしもべとして
自分に死ぬことができるのです。自分に死ぬ最大の方法は神様を知る
ことです。知れば絶対に好きになります。愛するあなたのために命を
すてた方がいるのです。彼が死んだのだから私も死ななければならな
いのです。そうすれば彼が復活して共にいるように、あなたも復活し
て隣人と共に生き、今日からあなたの生き方がかわります。あなたの
一言で誰かが生かされます。

「キリストと共に復活したものへ」
～罪の自分に死ぬキリストの従順２～　　　　　　　　　　ローマ６：6～２3

③義の器として捧げるしもべとして

①復活は死によってなされる

ヨハネ１２章２４節　賀川豊彦　

イエスとニコデモ　

御使いと格闘したヤコブ

②罪と命がけで戦います
　へブル１２：２～６


