
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
（１２月１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

平澤一浩

日名　洋
牧　三貴子
a高橋奈津江
永井匡史
澤口明子
西嵜真由美
山本麻美
行司伝道師
眞砂永一
岡本英樹
太田幸子
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　♪～驚くばかりの　恵みなりき　
この身の汚れを　知れるわれに～♪

　先日「驚くばかりの」を賛美した時に、
何度も賛美したことのある曲なのに、「こ
の身の汚れを　知れる我に」の歌詞が心
に残りました。
自分はこの身の汚れをどれだけ知ってい
るのだろうか。
　「そういうわけですから、兄弟たち、私
は、神のあわれみのゆえに、あなたがた
にお願いします。あなたがたのからだを、
神に受け入れられる、聖い、生きた供え
物としてささげなさい。それこそ、あな
たがたの霊的な礼拝です。」〈ローマ 12:1〉
　神に受け入れられる、聖い、生きた供
え物としてささげられるように、霊的な
礼拝を知れるように、自分の汚れに直面
していきます。

ヨ5～ 11 　水 8金 10

※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

TESTIMONYTESTIMONY「驚くばかりの」
♪～驚くばかりの　恵みなりき
の身の汚れを　知れるわれに～
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大掃除＆
クリスマスの
飾りつけ

（ ２０１９年１１月１７日 ）
（要約者：行司　佳世）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

今週はヨシュア記５章～１１章です。まずは３章～４章にかけて
ヨルダン川を渡っていきます。まずは渡川の指示について、ヨル
ダン川がせき止められることについてが３章にかかれています。
４章では記念の石として神様の奇蹟を記していくために記念碑を
建てていっています。5章においてはギルガルでの宿営について、
エモリ人やカナン人もイスラエルの侵入に戦々恐々としているの
ですが、エリコへの進行に先立ってなされたのは、割礼と過越と
いう神様を礼拝し従っていく事になります。その後、６章になり、
エリコ攻略と陥落についてが書かれています。カナン中央高地へ
の要衝であるエリコを攻略することは、戦略的に優れているばか
りでなく、エリコを聖絶の対象とすることによって初穂をまず神
にささげる意味を持っています。その聖絶を免れるラハブ一家の
記事は、滅ぼされたエリコ住民と対照的な描写となっています。
７章～８章はアイ攻略の失敗と成功についてが書かれています。
アイ攻略の失敗はアカンの罪でした。その罪を取り除いた後、８
章においてアイを征服していっています。９章はギブオン人との
契約することについて書かれています。イスラエルの攻勢に対し
て、土着の諸民族の間に2種類の対応の仕方が現れていきます。
従う側と戦う側です。ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、
ヒビ人、エブス人の王たちは相集まり、1つになってヨシュアお
よびイスラエルと戦おうとしていきました。パレスチナ南部での
勝利について書かれています。９章でギブオンとイスラエルの間
で結ばれた契約は、単なる不可侵条約ではなく、攻守同盟の意味
合いを持っているので、他の国々は脅威として感じるようになり
ました。

牧　一穂　牧師
西嵜芳栄

平澤一浩
西嵜孝之
a加藤優子

　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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秋山周平
三村洋子

佐々木ヒサコ佐々木亮祐富岡美千男秋山周平

澤口　建樹
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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。

　神さまの性質を表す言葉には、愛・真理・義などありますが、その中に「親
切」口語訳では「慈愛」と訳されているものがあります。この親切とは
どんな意味か分かりますか？それを知るためにまず、愛の性質について
知っておきましょう。◎愛には偽りがあってはなりません。1．迫害する
者を祝福する 。2　3．喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く。4.　思い
を一つにする。5. 高ぶらない。6．身分の低い人々と交わる。7．悪をもっ
て悪に報いない。8．すべての人が良いと思うことを図る。9．すべての
人と平和を保つ。10．自分で復讐しない。11．敵にパンを与える。12.
善をもって悪に打ち勝つ。イエスさまが十字架にかかるためにこの世に
お生れになった理由は、私たちの愛から外れた行動をおさめるためです。
この愛から外れた行動をおさめる方法が、この「愛から外れた行動を自
らが受ける」でした。また、泣く者と共に泣くことはできても、喜ぶ者
と共に喜ぶことができていますか？「愛に偽りがあってはならない」と
書かれています。しかし、自分の中に高ぶりがあり、悔しい・嫉妬心な
どから相手と共に喜ぶことができず、でも、その喜びに対して面と向かっ
て否定できないので心と行いが違っている偽善が出てしまいます。だか
ら思いを一つにしなさいと聖書に書かれています。高ぶりがあると思い
を一つにできないので、身分の低い人々と交わりなさいと言われていま
す。この人々に向けている目線を自分に向け自分の罪に気づきなさいと
言われています。自らに罪があるから人を裁くことはできません。裁き
は神さまがされます。ですから、悪をもって悪に報いず、すべての人が
良いと思うこと…御霊の九つの顕れ (愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、
誠実、柔和、自制 ) を図るのです。これはすべての人が賛成することで
はありません。だから、すべての人と平和 (相手と向き合う )を保ちなさ
いと言われているのです。相手と向き合って腹が立った時に自分で復讐
しない。これは、神さまが自ら犠牲になって私たちに罪を示されている
のです。そして私たちは聖餐式でその恵み…パンが与えられています。
これらの結果、善をもって悪に打ち勝っているのです。それは、敵の頭
に燃える炭火を積むこと (問題があることに気づかせること )になってい
るのです。

　辞書には『「親を切る」という意味ではない。「親」は「親しい」「身近
に接する」という意味で、「切」は刃物をじかに当てるように「身近である」
「行き届く」という意味がある。つまり、身近に寄り添い、行き届くよう
にすることが「親切」の意味である。また、思いいれが深く切実である
ことの意味では「深切」が用いられ、漢語ではこの意味で用いられるこ
とが多かったため、古くは「深切」の字が常用されていた。「親切」や「深切」
のほか、当て字として「心切」の漢字も使われている』と書かれています。
「慈愛」を新改訳聖書で「親切」と訳したかと言うと、神さまの性質がこ
の字のとおりだと当時の学者たちが思ったからです。では、神の性質と
は何でしょう。親切はヘブル語でヘセドと言い、旧約聖書で 248 回使わ
れている「親切（に）」「あわれみ」「恵み」「いつくしみ」「徳行」「忠実・真実」
などと訳されています。新約聖書において、ギリシャ語のクレーストテー
スは、「親切」「慈愛」「いつくしみ」「善良」などと訳されており、その
意味は「優しい気遣い、心と行動の親切さ」です。別のギリシャ語の言
葉でアガトスネーは、「善意」「善」と訳され、心と人生の高潔さを示す。
親切と善意には密接な関連があり、同じ意味で用いられる。他の人の必
要に応えたいという積極的な願望を表しているのです。親切（kindness）
は他の人の幸せを心から願うことであり、善（goodness）はその幸せを
促進するための行動です。親切は、神〔HS〕によって生み出された性質
であり、物質的であれ、心理的・情緒的・霊的であれ、他の人の必要に
気づかせるものです。善は、親切が実行に移され、言動となったものな
のです。これは聖書的な親切の意味です。

　サウルはイスラエルの初代の王で栄えていました。忠実なしもべであ
るダビデによりペリシテ人に勝利し益々栄えましたが、ダビデの名将ぶ
りや人々からの人望に嫉妬します。嫉妬は親切の真逆です。しかしサウ
ルの息子ヨナタンは、サウルと違いました。ヨナタンはダビデを非常に
愛しました。サウルはいつも嫉妬に心を苛まれていました。しかしヨナ
タンは嫉妬ではなく友としての愛を貫きました。親子でもぜんぜん違う
生き方をしました。そして、このヨナタンの子どものメフィボシュテは
苦しい人生を歩みます。父ヨナタンが戦死してしまいます。その悲報が
もたらされた時、乳母がヨナタンを抱いて逃げました。しかし、あまり

急いで逃げたので、この子を落とし、そのためにこの子は足なえになっ
てしまったのです。その後混乱から逃れて、「ロ・テバル」と言われる「不
毛の地」「空虚な、満足のない地」で、ひっそりと隠れて生活していました。
戦いが終わり、神の恵みを受けたダビデが自分の過去を静かに思い返し
た時、ダビデは「ヨナタンのために、ヨナタンの子孫に恵みを施したい」
と思い、彼を見つけて自分のところに連れてきます。その時メフィボシュ
テは「このしもべが何者だというので、あなたは、この死んだ犬のよう
な私を顧みてくださるのですか。(Ⅱサムエル9:8)」と言うのです。なぜ
メフィボシュテがこのような発言ができたかと言うと、ヨナタンの生き
様にあります。ヨナタンは、嫉妬するサウルの生き方を見てそうあって
はならない、愛を選ぼうと真逆の生き方を選びました。ヨナタンの息子
メフィボシュテは、この人生をかけて愛を貫いた父親の生き様を見て学
んでいたのです。ヨナタンはこの思いを息子メフィボシュテに継承して、
ダビデはその約束を果たして彼を王宮に呼び、サウルが持っていた地所
を彼に全部渡したのです。ヨナタンの行いによって家全体が再興されて
たのです。その後、しもべがダビデにメフィボシュテのことを悪く報告
し、ダビデは一度彼の地所を取り上げますが、メフィボシュテは「王さ
まが無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。(Ⅱ
サムエル 19:30)」と言うのです。結果、メフィボシュテとしもべで地所
を分けてメフィボシュテの子どもは子々孫々続くのです。ダビデの神を
愛する姿勢に対する、神が愛された人 ( ダビデ ) に施された恵みが受け
継がれることを示しているのです。メフィボシュテの生き様は、父親の
ヨナタンが愛し合おうとする「親切」の行為が子々孫々にまで影響をも
たらしたと言うことです。聖書が私たちに霊的礼拝を捧げよと言う理由
は、神さまの計画が私たちの人生を通して成るためですが、それ以上に
私たちの次の世代にこの愛が保たれるようにするためです。

　ナチス・ドイツの強制収容所において家族全てを失ったコリー・テン・
ブームさんが語った言葉です。『神と共に生きる人生について「もし憂
鬱な気持ちになりたいのなら、自分の内側を見つめてればいい。もし打
ちのめされた気持ちになりたいのなら、自分の過去を見つめてればいい。
もしどうして良いか分からない気持ちになりたいのなら、自分の周囲を
見つめてればいい。でももしそれら全てから解放された人生を歩みたい
のなら、自分の上を見上げたらいい。そこにはあなたを見つめておられ
る神がおられる。」 神はあなたの問題の真ん中で、あなたと共にいてくだ
さるのです。』聖書は、必ず神が親切に私たちに向き合うと伝えています。
そして、その神の親切を見出すためにどう生きるべきかを教えてくれて
いるのがローマ書 12 章なのです。私たちが親切に生きようとする時に
初めて、その神の親切が見出せるようになっているのです。愛は受けた
から他者へ与えられるのです。自らがその愛の実践し示すために 2000
年前に十字架にかかられたのです。そしてこの愛の実践は、自らが過酷
な苦しみの道を選ぶことを通して、私たちがそのような道にある時にも
勇敢であれと伝えるためでもあったのです。その道を歩もうとした時、
神がどれほどに私たちを愛しているかを知ることができるのです。

「愛には偽りがあってはならない２」
～親切〔慈愛〕に生きる～　              　　　　　　　　　ローマ１２：14～21

愛の性質

◎親切とは

◎聖書的親切…刃物をじかに当てるよう
に、身近に寄り添い、行き届くような
行動をとった人々

◎神は親切に私たちに向き合う

まとめ

ダビデの性質は神を愛する姿。それが飛び火していく。次の世代へ
も恵が繋がっていく。神は必ず親切に私たちと向き合って下います。
神の親切を見出す事が出来るのがローマ書です。私たちはこの「愛
に偽りがあってはならない」ポイントの一つでも実践しようとする
時に初めて自力でできないことを知ります。そして自力でできない
ことを知った時初めて神さまの愛がどのように貫かれたのかを学ぶ
のです。その道を探す方法がこの１２のプロセスです。この12の
プロセスを実践する力を神さまに願い求める心を持つことができる
ように神さまに願いましょう。この愛（12のプロセス）を実践する
時初めてキリストが十字架で愛の実践をしたことが分かるのです。
愛に偽りがあるままだと本当の愛を知ることはできません。神と一
緒にいる方法である礼拝を求め、平安であろうとする時に、生きる
行動すべてが礼拝になっていきます。これが霊的な礼拝なのです。
その生き様はダビデやヨナタンのようにこの世に飛び火し、次の世
代へも恵みが繋がっていくのです。できない実践をしていこうとす
るときに、十字架を乗り越えた神の力が注がれます。ですから、愛
の実践を行っていきましょう。

ダビデの性質は神を愛する姿。それが飛び火していく。次の世代へ
も恵が繋がっていく。神は必ず親切に私たちと向き合って下います。
神の親切を見出す事が出来るのがローマ書です。私たちはこの「愛
に偽りがあってはならない」ポイントの一つでも実践しようとする
時に初めて自力でできないことを知ります。そして自力でできない
ことを知った時初めて神さまの愛がどのように貫かれたのかを学ぶ
のです。その道を探す方法がこの１２のプロセスです。この12の
プロセスを実践する力を神さまに願い求める心を持つことができる
ように神さまに願いましょう。この愛（12のプロセス）を実践する
時初めてキリストが十字架で愛の実践をしたことが分かるのです。
愛に偽りがあるままだと本当の愛を知ることはできません。神と一
緒にいる方法である礼拝を求め、平安であろうとする時に、生きる
行動すべてが礼拝になっていきます。これが霊的な礼拝なのです。
その生き様はダビデやヨナタンのようにこの世に飛び火し、次の世
代へも恵みが繋がっていくのです。できない実践をしていこうとす
るときに、十字架を乗り越えた神の力が注がれます。ですから、愛
の実践を行っていきましょう。
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