
主　日　礼　拝主　日　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
（９月８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

行司伝道師
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「アドナイイルエ」（主の山には備えがある）今年何
度もこの言葉が心に響く出来事、今までの自分には
不可能と思えた事に対して一歩を踏み出したときに
神様は備えをもって助け導いてくださることを体験
する度に神様の愛の深さ大きさに感動と確信が増し、
その度に神様の恵みに感謝でいっぱいになりました。
しかし、今までの数多くの失敗や傷に触れる事への
チャレンジが目の前に来るとその事に対して願うこ
とも祈ることも諦め、目を背けたくなる自分がいま
す。そんな中ローマ書を学び、自分がどれだけ汚く
醜く弱い者であるかをご存知の神様がとことん愛し
許してくださる愛の大きさと罪なきひとり子のイエ
ス様の犠牲に涙が溢れました。そしてどんな状態の
自分でも神様の前に出続けること、私を通して働く
ことを神様が望まれていて私はうまく祈ることもう
まく願うこともできなくてもとにかく神様の前に出
続けたい、神様の側に居たいという思いが湧いてき
ました。
『しかし主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。
というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現
れるからである」と言われたのです。ですから、私は、
キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜ん
で私の弱さを誇りましょう。』IIコリント12.9
恐れや不安、自分の弱さを認め、主の前にありのま
まの自分で出続けたいです。
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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８月２５日 ）
（要約者：西嵜真由美）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

洗礼式
in 渋川海岸

黙示録　福澤師

　レビ記の５つのいけにえについて今週は 3
つ目の③和解のいけにえについて
和解のいけにえは、神様との和睦と霊的な交
わりを象徴するいけにえであり、感謝のいけ
にえ、誓願の捧げ物、進んで捧げる物があり
ます。捧げ物の儀式が終わった後、聖徒はい
けにえの肉を食べて交わりました。和解のい
けにえは、祭司だけでなく、礼拝者が一緒に
食べられる唯一のいけにえです。和解のいけ
にえの目的は、神様との関係の回復です。神
様は、人間に和解の道を開かれました。した
がって、和解のいけにえは、イエス･キリスト
の十字架の働きの模型です。私たちがイエス･
キリストの血に頼って神様の御前に出る時、
壊れた神様との関係がすべて回復されます。
イエスキリストの贖いの恵みがどれほど大き
なことかを感じつつ、通読していきましょう。

牧　一穂　牧師
西嵜芳栄　伝道師

平澤　瞳
岩崎まり子
a西嵜孝之

　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
　　　　西嵜真由美
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
　　　　山本淳平
　　　　藤原知里
　　　　平澤一浩
２３日　フェーン

２５日　田中　浩
　　　　内田　勝
　　　　岡本　爽

８月の誕生者
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誕生者のお祝い

佐々木　亜弥　

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。

　神様のなさる事、これはまさに私たちの人生という
キャンバスの上に美しい絵を描いておられ、それは私
たちの人生だけでなく家族に、教会に、日本に、そし
て人類の歴史の中に描いてくださっています。では、
その事を私たちはどう受け取っているでしょうか。

　「時にかなって美しい」という判断は誰がするので
しょうか？また何時できるでしょうか？
すべてを美しくされる主体は神です。そしてそれを美
しいと受け止める責任が私たちにはあるのです。です
がそこにはとても大きなギャップがあり、そこを縮め
ていくのは私たちの信仰生活の大切な責任なのです。
そのために私たちは教会に通い、賛美し、隣人と一緒
に涙をもって祈ります。やがて教会というコミュ二
ティーに溶け込んでいく中で神様によってなされるこ
とは時にかなって美しいと少しずつ判断し、まるで神
様が描いてくださった人生のキャンバスの絵の上をト
レーシングペーパーでなぞっていくように生活してい
くのです。その絵をなぞりながら「そうです！神様！
美しいです！」と判断し続けることが私たちの責任な
のです。

　「神のなさる事はすべて時にかなって美しい」のすべ
ては伝道者の確信であり、使徒パウロの確信でした。
このすべてはローマ書 8：28 にもあります。（神を愛す
る人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々
のためには、神がすべてのことを働かせて益としてく
ださることを、私たちは知っています。）
私たちは神のなさることがすべて美しいと受け止めな
がらも時に「どうして　こうなるの？」と思うことが
あります。足元を見て生活をしてしまうので世界を広
く見る事ができません。視野が狭くなると神様の恵み
を受け取る視野さえも狭くなってしまう恐れがあるの
です。私たちは「今」に捕らわれず「やがて」への思
いを持とうではありませんか。ここまで私たちを成長
させてくださった神様です。私たちはもっと成長して
いきましょう。
「今に捕らわれない」とは信仰・希望・愛の根源（エネ
ルギー）にもなるのです。
神はまた、人の心に永遠への思いを与えられました。
それでは「永遠」とは何でしょう。「時間」と「永遠」
を比べた時に、私たちは今を使って未来を食いつぶす
ような生き方をし、時間の奴隷になっています。イエ
ス様はなぜ十字架に架かってあれほどの苦しみをな
さったのでしょうか。私たちを時間の奴隷から解放し
ようとしてくださったのです。私たちは時間の奴隷と
してこの地上で生きている間にその生き方をいかに整
理していくのかが今日の課題でもあるのです。そして
この「永遠」には過去も未来もありません。永遠とは
無限とは違います。また時間とも関係ありません。私
たちがこれを完全に理解することはできません。イエ
ス様が私たちに与えてくださったのは永遠への思いな
のです。

　「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。（1コリ 13：12）」
私たちは今の状態をその時から切り離して判断しよう
とすると、神のなさる「美しさ」が見えてきません。
今の環境を永遠への思いに結びつけると「希望」が生
まれます。そのために必要なのは「信仰」です。（今の
時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、測りしれない、
重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは、見え
るものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。
見えるものは一時的であり、見えないものはいつまで
も続くからです。2コリ 4：17～ 18）

　人の内に与えられている永遠への思いを働かせ、周
囲に起っている出来事を判断するとき「時にかなった
美しさ」を見出す条件が整います。永遠への思いを神
様が与えてくださっているのですから自分の狭いとこ
ろでもがくような煩わしさから「あなたの栄光の扉が
ひらくまで！」と目を向けていこうではありませんか。
私たちはイエス様の最後の苦しい姿を知っています。
もし病になった時に病のことばかり考えるなら、もし
銀行の残高ばかりを考えるなら、その時にこそ今に捕
らわれないで「やがて」「栄光の先」を見つめて、イエ
ス様の十字架をイメージすることが大事なのです。そ
の時にイエス様があの傷ついた手で私たちの道を指さ
しているのがわかるのです。
しかし人は、神が行われるみわざを初めから終わりま
で見きわめることができない。私たちはついつい下を
向いてしまいたくなります。苦しい時に苦しいともが
くのは当たり前です。しかしその様な時にこそ信仰に
よって首を天に向け頭を天に上げるのです。

「すべてを美しくされる　神の時」
伝道者3：1～11

「今」と「その時」

2.人に永遠の思いを与える神

1. すべてを時宜にかなって美しくされる神

3. 神のなさる業をみきわめることが
　できない人

最後に
神様、弱い私たちを救ってくださって今日ここにい
る事はなんと幸いでしょう。私たちの知性では説明
できませんが、その永遠への思いを少しでも与えて
くださっている事はなんと幸いなことでしょう。ど
うか今に縛られることなく過去に縛られることなく
未来を不安に思ったとしても上を見上げ私たちの栄
光の扉が開かれるまでこの道を一足一足歩ませてく
ださい。痛みを持ったとしても人からの傷を受けた
としても喜びの絶頂にいるとしても輝く色でも灰色
でも暗闇でも完全な美しさのためには必要な神様の
色なのです。今、私たちの生活を振り返ると「なぜ
ですか」とうつむく事もあるでしょう、ですがそう
ではなく十字架を見上げ先にある復活を見上げ、さ
らにその先にある栄光を見上げる時、私たちの信仰
を希望に、そして希望を愛にしていこうではありま
せんか。あなたからの御手を見失わないように、み
ことばをしっかりと捕えてイエス様に従っていきま
す。
「神のなさる事はすべて時にかなって美しい」
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「神のなさる事はすべて時にかなって美しい」8
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