
特　別　礼　拝特　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
（８月１８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
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今、私には新しいことに挑戦する状況が様々な領域
の中で起こっています。その中で私の心にやってく
る思いは２種類あります。一つは「え？何で私が？
私には本当に何もないし、そんなこと無理！」とい
う思い。もう一つは「これは神様が用意してくださっ
ている良いことなんだろうな。」という思いです。“不
安” と “平安” という正反対の心が交錯するのです。
霊と肉との闘いなのだと感じます。この２つの思い
は日々私の中に浮かんできます。その中で神様を信
じて一歩踏み出す決断を日々新たに選び続けていく
度に、本当に小さくてすぐに恐れてしまう私に神様
はこんなにも優しく寄り添って歩みを合わせて下
さっていることを感じ、神様のあたたかい愛を感じ
ます。また、その一歩を選んでいく過程の中で神様
は私の過去の痛みから作られた価値観を神様の価値
観へと回復して下さり、私を訓練し、創られた姿に
戻して下さっているのだと感じます。
今日も、明日も、明後日も…祈っていきたいです。
「神様、私には何もありません。空っぽの私の中に
今日もあなたの愛と知恵、力を注いでください。私
はあなたのそばにいたいです。それが一番の願いで
す。あなたがそばにいてくださる平安の中を今日も
歩ませて下さい。」

 出 36～レビ２　水39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
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（要約者：藤原　友規子）
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ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

今週からレビ記に入ります。レビ記は、出エジプ
ト記、民数記の律法部分と同様に、繰り返し「主
はモーセに告げて仰せられた」という導入句で個々
の律法が記されています。現在の「レビ記」とい
う書物は、その文学形態から見て、モーセによっ
て語られ書かれた部分を、受け継がれた律法を、
後の代の人が編集し、更に文書化したものと考え
るのがより自然と思われています。しかしこの過
程の中にも、神が霊感し続けています。レビ記の
諸律法は、不特定多数の人間に向けて語られたも
のではありません。それは、神がモーセを仲介者
として、旧約の神の民・全イスラエルに語られた
ものです。しかし、その中でも、ある特定の律法、
規定などは「アロンとその子らに告げて（命じて）
言え」という表現で、「祭司」に対して語られてい
るものも含みます。レビ記の律法の内容、その神
学的視点から見て、これは「祭司たち」によって
保管され、伝承されてきたものと推測されていま
す。このようにレビ記はイスラエル民にとって神
様から与えられた神様に近づき、そばにいるため
に与えられました。イスラエルの生活、暦を感じ
ながら読み進めていきたいと思います。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

全本みどり
佐々木芽生
a日名陽子

　１日　名越裕晃
　６日　澤口建太
　　　　平澤初実
　７日　妹尾真美
　　　　秦泉寺朗子

　８日　渡部　博
　９日　長谷洋子
　　　　高橋　司
１０日　三宅陽子
１３日　石川美弥

１４日　川端　進
　　　　富岡喜千朗
１５日　富岡陽子
１６日　松田沙和奈
１８日　福井弘尚

２０日　殊井美恵子
　　　　澤口来海
２１日　小川圭子
　　　　西嵜璃愛
２２日　太田伸子

２２日　山本淳平
　　　　藤原知里
　　　　平澤一浩
２３日　フェーン
２５日　田中　浩

２５日　内田　勝
　　　　岡本　爽

８月の誕生者
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誕生者のお祝い

全本　みどり

サミル教会　夏季宣教（29日まで）

サラン教会　短期宣教（８月１３日まで）

サラン教会　短期宣教（８月１３日まで）

遊びの達人　in　あぐりガーデン

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。

鉄と言えばどんな見た目をイメージするでしょう
か。鉄は自然界で酸化して、錆びた状態で存在して
います。私達が認識している鉄は人が使うために、
不純物を取り除き、製錬して原子を整列させた状態。
鉄が錆びていくのは本来の姿に戻ろうとしているの
です。地球上のすべてのものは自らの形を保とうと
して生きています。それでは私達はどうでしょうか。
私達は自分にとってプラスかマイナスかで物事を判
断してしまいます。人間が浅はかな知恵で、自分の
都合のいい管理をするようになり、多くのものが壊
れました。しかし、その結果、人の生き方は豊かに
満たされた人生から、貧しさばかりを感じる人生と
なってしまいました。

　被造物は神様によって素晴らしく作られ、その姿
を保とうとします。人間は自らの勝手な意思で生き
ようと願い、本来の姿とは異なる生き方をしてしま
います。神様の子どもであることを知り、それに気
づいた時、元の姿に戻ろうとします。そして、神様
の目線と私達の目線が違うことを知ります。
神様は私達の一生を良いもので満たされる方です。
神様の計画に従って歩もうと決断する限り、良いも
ので満たしてくださるという約束が大前提にありま
す。私達は今しか見えないけれど、神様は私達の人
生の全てをご存知で、一時の解決ではなく、人生の
全てを通して最善である解決を備え、私達の人生に
素晴らしい計画を用意してくださっています。

　「御霊の初穂をいただいている」（ローマ8：23）
初穂とは何でしょうか。実のならないイチジクの例
え（ルカ 13：6～ 9）でイエス様は初生りの実が
ならない木を切り倒すように言われました。初穂と
はその年の最初の収穫であり、本生りの実がなる証、
次に続く収穫を保証するものです。そしてその印は
御霊であるとあります。「神はまた、確認の印を私
たちに押し、保証として、御霊を私たちの心に与え
てくださいました」（Ⅱコリ 1：22）「私たちをこの
ことにかなう者としてくださった方は神です。神は、
その保証として御霊を下さいました」（Ⅱコリ 5:5）
御霊の保証は終末的です。私達が初めの恵みを忘れ
なければ、必ず本生りの実がなることを諦めること
はありません。

　それでは、なぜ初穂をいただいているのにうめい
ているのでしょう。それは「すでに得ている」と「い
まだ得ていない」の間における葛藤なのです。御霊
の初穂は、すでに得ているが、いまだ完成していな
い。肉体的弱さ、道徳的弱さなど原因はあるでしょ
う。けれど、救いの完成を求めているからうめいて
いるのです。 完成に望みを抱く私達はこの世の価値
観や、今だけを見て悩み苦しむ必要はありません。
料理人になるための下働きの間、苦しい修行に耐え
ることができるのは、料理人となった将来の姿に希
望を持つことができるから。現状に問題や不足があ
るのは、狭間なのであって、行いが悪いのでも、愛

されていないからでもありません。「私たちは、こ
の望みによって救われているのです。目に見える
望みは、望みではありません。だれでも目で見て
いることを、どうしてさらに望むでしょう」( ロー
マ 8：24) 救いを得た私達は、救いの完成へ希望を
持っているのです。苦しみがあるからといって希
望を失うわけがありません。「もしまだ見ていない
ものを望んでいるのなら、私たちは、忍耐をもっ
て熱心に待ちます」（ローマ 8：25） 訓練の途中、
磨がれている途中、すべてのうめきは希望を待ち
望んで、期待して時を過ごしているのです。

　私たちは弱いです。肉体的、道徳的においても、
理解力においても、神様の計画を知ることも、耐
えることも、できません。「今、私たちは鏡にぼん
やり映るものを見ていますが、その時には顔と顔
とを合わせて見ることになります。今、私は一部
分しか知りませんが、その時には、私が完全に知
られているのと同じように、私も完全に知ること
になります」（コリ 13:12）今苦しみがあることで
希望を失うことなどありません。神様はすべてを
知っておられるので、取り繕うことも、立派にふ
るまうことも必要ありません。どう祈っていいか
分からない時にでも、救いの初穂としていただい
ている御霊が私達の代わりに祈り、とりなしてく
れています。 「同じようにして」とは、私たちと同
じように，御霊も言いようもない、言葉に表せない、
深いうめきによって私たちのための執りなして
祈ってくださっているということ。どんな時でも
神様は私達の心を探り極めて、祈れない私達の代
わりに、御霊によって完全な祈りを聞いてくださっ
ています。私たちの祈りは、不十分です。 それでも
御霊が私たちの祈りの欠点を修正し、不足を補っ
てくださり、御霊のうめきとなります。御霊のと
りなしは父なる神の御心に従っています。祈りは
神秘です。

「うめき2私たち うめき3御霊」
～狭間に生きるキリスト者の望～　　　　　　　　　　　ローマ8：23～27

うめきの原因

すでに得ている

被造物の願い
御霊のうめき

最後に
望みを持ちましょう。今していることが小さな
ことであっても、望みを描き、信じましょう。「あ
なたはどうなりたいか」その問いに素直に答え
るものとなりたいです。神様はその願いを豊か
に引き上げ、神様の計画の中で私達が素晴らし
い人生を生きることを願っておられます。「今
の時のいろいろの苦しみは、将来私達に啓示さ
れようとしている栄光に比べれば、取るに足り
ないものと私は考えます。」（ローマ 8：18）信
じて、望みを持ちましょう。

望みを持ちましょう。今していることが小さな
ことであっても、望みを描き、信じましょう。「あ
なたはどうなりたいか」その問いに素直に答え
るものとなりたいです。神様はその願いを豊か
に引き上げ、神様の計画の中で私達が素晴らし
い人生を生きることを願っておられます。「今
の時のいろいろの苦しみは、将来私達に啓示さ
れようとしている栄光に比べれば、取るに足り
ないものと私は考えます。」（ローマ 8：18）信
じて、望みを持ちましょう。
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