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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
（７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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　今ローマ書を読み進めていく中、様々なことを黙想しています。
私は死に切れてない自分に気づき、戦う毎日です。２０年前にロー
マ書をはじめて読んだことをはっきりと覚えています。その時は
自分がここまで罪人とは思ってなくて、自分をひとかどの者とお
もっていました。周りの人を裁き自分も裁き、教会でも、職場で
も信頼を失い、気が付けば一人になっていました。そして、体調
も悪く、重症のアトピー性皮膚炎になって、本当に苦しい時期で
した。そんな自分に気づかせてくれて、変われる希望を教えてく
れたのがローマ書でした。ローマ書を読むまでは自分は自信がな
いといいながらも、自分は正しいって思っていたり、救われたこ
とも、ちょっとしたラッキーみたいに思っていました。でもその
時の自分のまわりに起きていることをみれば自分の播いた種は明
らかで、ローマ書は私に自分は死ぬべき体なんだと教えてくれま
した。それなのに神様は、私の高慢さのため人とぶつかり、スト
レスから重症化したアトピーを奇跡的に癒してくださいました。
そのことが、神様は私を愛しているから、罪を教えてくれているし、
悔い改めは愛と希望なんだ。救いはあたりまえじゃないと初めて
さとらされました。そして、２０年たって、完全になれたわけで
もなく、失敗を繰り返していますが、調子のいい言い方をしますと、
神様の忍耐と、あきらめない方であることを感じています。ロマ
書と並行してエレミヤ書を読んでいますが、２９章１１節の御言
葉の重みをはじめて思いました。ユダの民が捕囚生活７０年の末、
それでも神様はこの言葉を言われたことに感動しまし、そして、
イエス様を世に遣わしてくださったと思うとはますます感動しま
した。約束されたことを必ず成し遂げる力のある方を信じて希望
をもって、自分に向き合い、回復をめざしていきたいです。エレ
ミヤ２９章１１～１３
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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
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（ ２０１９年６月３０日 ）
（要約者：岡本　英樹）

スモールファミリー

ふるさとミーティング
黙示録　福澤師

今週から出エジプト記に入ります。この出エジプト記
は、旧約の最初の区分である五書の第2の書になりま
す。「出エジプト記」という呼び方は、〈ギ〉エクソド
ス・アイギュプトゥー（エジプト脱出の意）に由来し
ています。この名称は本書の前半、1：1 - 15：21の
内容にはぴったり当てはまります。本書の後半部分
（15：22 - 40：38）シナイにおける神と民との契約締
結とその内容となっていますが、「出エジプト」があっ
ての契約になりますので、出エジプト記においては重
要な内容となります。この「五書」の著者はモーセの
出生とその活動を直接主題とするものだけに、神が「わ
たしがあなたの口とともにあって，あなたの言うべき
ことを教えよう」（4：12）と言われたモーセをおいて
ほか見出せないため、モーセであると言われています。
ヨセフの時代からエジプトに移住し、また約束の地へ
戻る過程です。神様の約束は必ず成就することを信じ
て進むことと、人の弱さを見ることのできる書になり
ます。私たちも主の導きの中を歩み続けていけるよう
になりたいと思います。

ヨ･ソンミン  牧師
牧　唯恵　伝道師

平澤　瞳
淺野恵子
a富岡美千男

　５日　泉水一護
　６日　村部直飛
１０日　山崎　風
１１日　小原奈々穂
１３日　富岡凱千

１４日　中村　哲
１６日　佐々木千香
１７日　岡本享子
１８日　楢村明子
２１日　平山幸代

２４日　西山秀平
２５日　眞砂香和
　　　　神達良子
２９日　西崎栄美

７月の誕生者
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リバイバルミッション

野外活動

サミル教会　夏季宣教（7月 29 日まで）

ユースキャンプ　加古川バプテストより

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。

　なぜ人は、振り込め詐欺の被害に遭うのでしょうか？多くの人
は『これはおかしい。』と思っているけど多くの人が騙されて払っ
てしまう。その原因は、電話の距離にあるそうです。なぜかとい
うと、人にはパーソナルスペースというものがあります。私たち
人間は、４５㎝、１２０㎝。３５０㎝くらいで距離感を保ってい
ます。図書館で広いテーブルに女性の方が１人で座っていて、空
いた席があるにもかかわらず、隣に座ると約９５％の女性の方が
10 以内でその席からどくそうです。距離が近すぎるがゆえに目
の前におきている出来事よりもその人の言葉の方が入ってきてあ
なたの脳に影響を与えます。私達は、その範囲で起きている出来
事に対して、本来入ってくるはずでない情報が入ってくると、と
ても影響を受けます頭では、おかしいと思っているのですが、信
じてしまいます。

　ローマ書１章から７章までは、義人はいないと書かれています。
では、私達はなぜ自分を責めるのか？これは律法のせいで、いい
ことでもあります。しかし、悔い改めというのは何となく悪いこ
とをして『ごめんなさい』って膝まずき涙を流しているような雰
囲気ですが、聖書でいう悔い改めの意味は、後悔ではありません。
神様がいう悔い改めは、【メタノイヤー】という言葉ですから、【方
向転換】なのです。私たちは決まった事をやることで安心してい
ます。過去を遡って自分の人生が間違っているのであれば、変わ
らなければいけないと思って後悔するのはストレスです。聖書は、
今まであなたが苦しくて迷ったのであれば、『迷わない真っ直ぐ
な道に戻ってこい』と言っています。だから神様は、律法を与え
私たちが間違っている事を分かる為です。

　　
　聖書が死になさいと言っているのは、自分に死になさいと決断
しなさいと言っているだけで、自分自身が自分自身を殺すことは
出来ません。死ぬということは、恵みです。なぜ死ななければい
けないのか？それは、古い主人から脱出する為です。古い夫がい
ましたが、今は新しい夫に結びつけられました。それは、イエス
キリストだと書かれています。古い律法が支配して私達に恐怖心
をもたらします。罪を犯している自分はダメだと思います。そう
なる時は一時大事ですが、そうなっていくプロセスがあります。
クリスチャンでない方はずっと後悔して生きています。その後悔
が自分に向けばいいですが、他人に向いています。それが一番楽
な解決です。私達の人生の後悔を終わらして新しくイエス様の奥
様のようになる為の秘訣はローマ書が全てなのです。今まで自分
の努力でなんとかしようと生きてきた人が、変わる瞬間です。私
達は、血の細胞ひとつや、皮膚でさえ自分で生やすことさえでき
ません。なにも出来ないにもかかわらず、一番難しい人生を、自
分で変えようとしています。頑張ることは一つです。決断だけで
す。後は恵みなのです。決断するとイエス様が一緒に生きてくれ、
決断すると一緒に進んでくれます。私達はいつもこの決断するこ
とをやめてしまいます。だからうまくいかないだけで、労力をど
こにかけているのかというと、頑張る事にかけています。

　ナアマン将軍は、ヨルダン川に７度浸せといわれました。これ
が、神様が彼に示された約束だったのですが、彼は嫌だと言いま
した。わざわざ長旅をしてきたのに予言者は出てこず、迎えてく
れると思っていたのに言葉だけを、言われた事でプライドを傷つ
けられたと感じていました。私達はルールに縛られているので、
ルールを守らないことが許せなくなります。そのルールで自分が
生きている事を相手に強要したいのです。何かに極端になってし
まいます。それが何を起こしているかそれは、戦争です。神様は、
私達にルールだけ与えましたか？神様が与えた約束は、ルールで
はなくて、私達が幸せに生きる【ガードレール】だったのです。
神様はしてよい事を教えたのではなく、してはいけないという事
を教えました。全ての事は愛によって行いなさい。その代りこの

いくつかの事は絶対にしてはいけませんと言ったのです。最初
に与えたルールは、園の中央にある木の実だけは食べてならな
いというルールでした。これが、神様が与えた【ガードレール】
だったのです。教会は、そういう所でなければいけません。絶
対にしてはいけない事が明白になっています。それは、愛でな
い行動はしてはならない。愛に基づいて語られても、律法に生
きている人は、真逆の行動を起こすのです。これが危険なのです。
教会は愛でなければなりません。神様のメッセージは愛に基づ
いて行われます。もし私達が律法に生きているとすれば、この
メッセージまで反発が起きます。神様の愛のメッセージが律法
の様に聞こえてきます。思春期の子供達にどう映るのでしょう
か？どうやって映るか彼等はよく分かっています。思春期の子
供達に必要なのは、肉親でないお父さんが必要なのです。それ
がイエス様になっていけば素晴らしいです。だからそれを教会
が行っていかなければいけません。教会にとって神様が一番大
事にしているのは、コミュニティです。コイノニア（交わる場所）
肉親じゃない人が、ここに居るからいいのです。私達は、少し
でも聖書のルールに近づこうとしています。聖書のルールとは、
絶対にしてはならない事の大前提があるわけです。愛のうちに
行えば全ては美しい。安息日に食べたってそれが愛ならばよい。
安息日に羊を捜しに行ってもよい。それが愛ならばいいんだ。
だけど絶対にしてはならない事は人を殺す事。あなた以外の神
がある事。人の物を盗む事。それはいけない事だと伝えています。
それは、【ガードレール】なんです。人は神様と一緒に居て隣人
を愛さなければならない。だからそこを超えてはならないとい
う神様が与えたルールです。律法はあんなことをしたと裁くの
です。神様は、お前を裁くのではなく、帰って来いと言う方です。
ルールという私達が使う裁きの目線と神が使うその人の為に使
う【ガードレール】のメッセージは、ここが違います。

　私達は、自分だけ幸せになったので、全部良くなったと信
じている。自分だけハッピーになった。茨が咲いている所で
あなたが突然ひまわりになったのです。周りは、あなたに対
して棘だらけです。そこで風が吹けばあなたの体は揺れ棘に
さされます。そこで私達はうまく行かないと悩んでしまいま
す。ここからが、神様の出番です。この時、本質的変化が起
きるのです。その為に、私達はそこで咲かなければいけませ
ん。私達が、幸せになったらそれを保たなければなりません。
神様と一緒にいれば保たれています。保っていれば神様はそ
こで、本質的変化を葡萄酒のように変化を起こすことが出来
ます。茨の中であなたがひまわりになったのであれば、神様
が働くように祈る道を歩まなければなりません。ナアマン将
軍は、しもべに言われました。もしあなたが、難しい事を言
われたらやったでしょう。７度ヨルダン川に浸るだけで、あ
なたのらい病が治るのなら７回くらい浸せばいいじゃないで
すか？と言われたのです。しかし、ナアマン将軍は、古い価
値観で自分のプライドを傷つけられたと感じて、従おうとし
ませんでした。でも神様はそこで言われました。私に祈れと。
あなたはそこで咲いてそこで私を見ていなさい。そして私に
祈りなさい。と言われました。でも私達は納得がいかないの
です。私達は自らの細胞一つも作れません。そんな作れない
私達が隣の人の心を変えられません。神様がその人に働いて
くれない限り奇跡は起こりません。だからこそ神様に祈ると
神様はあなたにせよという事を教えてくれます。神様が全て
をやってくれますが、その管になるのは、私達です。私達が
示された事をやればうまくいきます。それを選ばなければな
りません。神様がせよと言っていることを選ばずにうまくい
く道はありません。私達は死んだので通り良き管になります。
だからもう一度十字架を思いだして下さい。神様がイエス様
に言った事は、十字架に架かって死ねと言われただけです。
だからイエス様にとってはそれを取り除いてほしいと願いま
した。しかし、イエス様は願ったけれども主の御心通りでい
いと言いました。従ったのです。クリスチャンが唯一しなけ
ればいけない事は、神様に祈った時、主がせよと言われた事
をすることです。

「新しい御霊によって仕える」
～古い契約に騙されてはいけない～　　　　　　　　　ローマ書７章１～２１節

③もう一度キリストの御側に①法・ルールに縛られる人生　　
大好きなイエスキリストに結ばれた人生

距離が近いほど影響を受けやすい

私達はなぜ自分を責めるのか？

②法は罪を示し、罪の深さを示す。
また罪を犯させる。律法を示されると
示されて真逆を行う。
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サミル教会　夏季宣教（7月 29 日まで）

ユースキャンプ　加古川バプテストより


