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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
（１１月２４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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　私が初めて礼拝に来たとき、当時下の子は2歳でした。
何時間も座っていられるかな？ など、いろいろなことが
気がかりでしたが、そんな心配をよそに「お子さんも一
緒に礼拝できますよ」と、母子室を案内してもらい、穏
やかな気持ちで礼拝を受けることができました。その後、
礼拝に通うようになってからも、子どもたちは私の側を
離れませんでしたが、一緒に並んで座り、ともに礼拝を
受けることができたことも、感謝なことでした。ときに
は「休みだから、どこかに遊びに行こうかな」と、思う
こともありましたが、子どもたちの「教会行こう！教会
楽しいもん！」の誘いに根負けし、出席した礼拝で、神
様の愛を感じ「今日来てよかった（号泣！）」ということ
もありました。教会に来る前は、どんなことをしたら家
族が喜んでくれるかな？と考える日曜日でしたが、今で
は、神様の導きによって、家族で礼拝を守り、それぞれ
が神様からの恵みを受け取る「喜びの日」へと変えられ
ています。
　こうして、私が初めて教会に来たときから今まで、神
様は変わらず、私を「祈りの家」に招いてくださってい
ます。礼拝ごとに、神様がしてくださったことを思い起
こし、このことをいつも心に留めていたいと思います。
今日も主が招いてくださっていることに感謝します。
　「 わたしは彼らを、わたしの聖なる山に連れて行き、わ
たしの祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼のいけ
にえやその他のいけにえは、わたしの祭壇の上で受け入
れられる。わたしの家は、すべての民の祈りの家と呼ば
れるからだ。（イザヤ56:7）」
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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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秋山周平
三村洋子

（ ２０１９年１１月１０日 ）
（要約者：澤口　明子）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

　教会からヨシュア記に入ります。各章のポイントを簡単にご紹
介します。モーセが死んだというところから始まりここからリー
ダーがヨシュアに移されます。一番注目して頂きたいのは、ヨシュ
アは平凡な人だったということです。私たちに非常に親近感を持
たせる人物の一人です。しかし、彼はモーセに与えられた神の計
画の完成者でもあるといえます。ヨシュア記は「キリストの型」「ク
リスチャン生活の型」と言われている書でもあります。そのこと
を意識しながら自分自身の実生活に適応して行きましょう！1.ヨ
シュアの任命(1 章 )・モーセは、圧倒的な神の選びでリーダーに
なりましたがヨシュアはそうではない。・ヨシュアは、平凡な人
である。 しかし、１章を読むとヨシュアは神とモーセと選ばれた
だけでなく、民からも人望が厚かったことがわかる。・彼は、霊
的トレーニングをモーセから受けていた。（リーダーから学ぶ姿勢）
「【主】は、人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモー
セに語られ た。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュ
アという若者が幕屋を 離れないでいた」(出 33:11)・神の計画は
継承されていくもの。2.スパイの派遣(2 章 )・エリコを偵察する
ために、2 人のスパイが派遣された。・ラハブが 2 人のスパイを
かくまった。 そしてイスラエルの神を信じエリコの町が陥落する
ことを信仰によって確信した。 ラハブは、キリストの系図に名を
連ねる 4 人の女性のひとりとなった。3.ヨルダン渡河(3~4 章 )・
イスラエルの民は、ヨルダン川を渡った。契約の箱が先頭を進んだ。
祭司たちの足が川に入った時に、水がせき止められた。これは、
紅海が 2 つに割れたのと同じ種類の奇跡である。これによって民
は、モーセを恐れたように、ヨシュアを恐れた。

牧　一穂　牧師
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行司佳世　伝道師
太田幸子
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　１日　堀川敬泰
　２日　牧一穂先生
　８日　村部竜輝
　9日　北殿雅一

１１日　松崎智裕
　　　　牧　征實
１５日　田中順子
　　　　藤井サト

１６日　中村映美
１７日　秋山周平
　　　　三村洋子
２０日　富岡美千男

２２日　佐々木亮祐
２３日　佐々木ヒサコ
２５日　酒井美津子
２９日　山本美保子

11 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。

　愛の偽りとはどういうことでしょうか。愛の偽りとは「愛
のようなもの」をいっています。夫婦関係、友達関係も偽り
の関係が中心です。聖書の中には７通りの愛の表現がり、そ
の中心はアガぺー、フィレオ、エロスといわれています。こ
の中のフィレオの愛を行使しようとすることを偽りの愛とい
います。条件付きの愛です。相手が自らに何かを供給してく
れるためにその人を愛する行為です。自分が求めたものが返っ
てこなかったら終わりです。人間の心の中心は自分なのです。
それは、多くの人間関係において、また、国家間においても
そうなのです。これがフィレオの関係です。この関係を聖書
は偽りといっています。
文語聖書をみてみましょう。
『9 愛には虚偽（いつわり）あらざれ、悪はにくみ、善はした
しみ、
10 兄弟の愛をもて互（たがい）に愛（いつく）しみ、礼儀を
もて相譲り、
11勤めて怠らず、心を熱くし、主につかへ、
12望みて喜び、患難（なやみ）にたへ、祈りを恒（つね）にし、
13聖徒の欠乏（とぼしき）を賑（にぎわ）し、旅人を懇（ねんご）
ろに待（もてな）せ。』
この文語訳の聖書は原語訳に近い表現でまとめられています。
愛とは何か、それが明確にまとめられています。ここに１３
のテーマをみることができます。
私たちは物事を正義で裁きます。それは偽善です。１００％
相手に真剣に向き合う行動でなければならないのです。与え
るだけの愛。これは相手に与えることが喜びになる愛です。
これは依存につながります。本来与えるだけで喜びなのです
が、与えるだけで満ち足りなくなり、返ってくることを求め
るようになります。これが偽善です。私たちはお返しを求め
る問題をもっていることに気付いてほしいのです。聖書は裁
きたくて言っているのではなく、きづいてほしいのです。私
たちはしたいことはできず、ことさらしたくないことをして
しまうのです。今はそんな存在になっていることを知ってほ
しいのです。

　聖書はあなたを罪人だといっています。それはあなたを裁
きたくていってるのではなくて、罪がある存在であることに
気づけといっているのです。だから戻れといっているのです。
その戻る行為がこの１３のテーマなのです。私たちもそれに
倣います。愛するからその人を憎むのではなく本来の姿でい
られなくする「悪」を憎むのです。愛は優しいだけではあり
ません。アダムとイブが造られた時、アダムのあばら骨から
一人の人を作ってこれをあなたの支え手にしようといたので
す。神様は人間にとって一番大切だと思える夫婦の関係を使っ
て人間がどうあるべきかを教えるために夫婦という制度を与
えられたのです。夫婦関係を通して人間関係を知るのです。
生涯離れることがない夫婦関係を通して排除しないことを学
びます。イエス・キリストがペテロに「下がれサタン」と言っ
たのは彼を本当に愛していて怒ったのです。だから、排除は
しませんでした。悪を憎むのです。

　善との関係をギリシャ語の” コラオウ” という言葉が使わ
れています。私たちにとって善は男性が自分の愛しい人を、
抱くような存在なのです。人間は善を強いられて行うのでは
なく、愛する人を欲するくらい求めないとできない事を意味
しています。そうでないと偽善になるのです。この偽善はサ
タンがおこないます。サタンが光のみ使いのようにして化け
てきて友達のような顔をして、あなたにささやきかけます。”
俺はお前の友達だ。俺はお前と一緒にいる。俺を信じろ。といっ
てきます。周りにいる人たちの悪いところを示し、でも、俺
に従ってくればお前は大丈夫っていいます。でも、あとで、
匙を投げて言います。” 全部お前が決めてきただろう” と。だ
から私たちは自分を守らなければならなくなりました。アダ
ムとエバを誘惑したがときこの蛇は突然いなくなりました。
神様がなぜこんなことをしたのかと聞いたなら、”あの蛇が～”
といっても、俺は食べようなんて言っていないと偽ったので

す。そして人間も同じことをしました。この女が食べようっ
て言ったから食べたんだ。と言ったのです。私たちは行いの
中心が偽善者になったのです。ローマ人への手紙は私たちが
偽善者であることを認めない限り変わらないと言っていま
す。私たちはそれが認められないと何かに心を向けていこう
とします。自分が偽善者であることに気づかないということ
は自分の心にガン細胞を増殖させているようなものです。だ
から、聖書は最初から最後まであなたの心にガン細胞がある
から早く病院に行きなさい。一週間に一度病院にいってガン
細胞を壊してきなさいといわれています。だから十戒の最初
に” 私のほかに神があってはならない。この安息日を聖とし、
それを大切に守りなさい。” と言われているのです。

　なぜ、勤勉さは愛なのでしょうか。今日本は週休３～４日
になろうとしています。休みを多くとる方向に変わろうとし
ています。しかし、聖書には、人は 1 日目から６日目まで苦
しんで糧を得なければならない。なぜなら、この地があなた
のした罪のゆえに呪われたからだ。と書かれています。しか
し労働はバツではありません。クリスチャンは与えられた労
苦の中で神様からの役割を知り、壊れた社会を建て直すため
に６日間霊に燃えて働くのです。そうして、休むのであれば
明日のために喜んで休むのです。もし怠惰、疲れに陥ってい
るのなら神様との関係が希薄になっているかもしれません。
忙しいは心を滅ぼす言葉です。

　兄弟愛は近しい人のことではありません。対象は世の中の
人です。排他的ではいけません。しかし、尊敬することが難
しいのです。尊敬はその人の行為からはうまれません。尊敬
は神様が造ったその人の役割を知るからできるのです。です
から自分の長所がわからないなら人の長所もわからず、あら
捜しをするようなります。教会はその人の役割を見出すとこ
ろです。教会は体で、それぞれの役割があってそれぞれの働
きを認め合い、相手がいてくれることを尊ばなければ私たち
は保つことができません。

　望みを抱くというのは必ずこうなるという確信に元づく望
みです。（へブル１１：１）患難に耐えれる理由は我慢では
ありません。我慢は望みがない状態で食いしばっているので
す。忍耐は待っている状態です。何かが来るから待つのです。
聖書は動機が大切です。

「愛には偽りがあってはならない」
～偽善に注意～　              　　　　　　　　　　　　　　　ローマ１２：9～13

愛に偽りがあってはなりません。

◎悪を憎む

◎善に親しみなさい

◎勤勉で怠らず

◎兄弟愛をもって心から互いに愛し合い

◎望みを抱いて喜び、患難に耐え、
絶えず祈る
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自分の中にある偽りを知る
愛によって‼生きる
悪を憎む
善に親しみなさい
元の姿へ

水という存在は本来たまって液体です。ところが、いつの間
にか蒸発して塵にくっつきふわふわ雲になっています。本来
の自分を見失っている状態です。そこでもう一度いろいろな
ものが合わさっったならば水になって降りてきます。ローマ
１３章に書かれていることは、私たちはこの水のようなもの
で、今あげられた１３の要素が合わさらないと浮いてふわふ
わしている状態で、いつまでたっても役割を果たすことがで
きないと伝えています。自分が１３の要素の中で本当に自ら
の役割を果たすべく愛に結ばれる行為ができているかを考え
てみたいのです。一粒の粒子では役割を果たすことができま
せん。本来の自分の姿で本当のコミュニティを築くこと･･･。
自らの性質を失わない為にこの13のテーマは必要です。こ
れを私たちの生きる土台として行きましょう！
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