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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
（１２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

岩崎祥誉
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　今年から始まったセルの祈祷会。この毎月一度開かれ
る祈祷会をいつも楽しみにしています。グループのメン
バーの家々を訪問したり、時には教会で行われたりと回
を重ねるごとにメンバー同士の絆や信頼関係が神様を中
心に深まっていくのを感じています。
　けれども自宅で祈祷会を開くと初め聞いた時には、と
ても複雑でした。それは、とても人を招ける様な状態で
はなかったからです。現状を通して自分の心の状態と向
き合うのが苦しくて、逃げたくなる様な気持ちになりま
した。その時、以前の週報のコラムが頭に浮かびました。
「自分の家に、また心にイエス様を迎えるとしたら、今す
ぐに扉を開けられるでしょうか？」と。身の回りも心も
頭の整理整頓が私には必要だと思わされました。ありの
ままを神様に祈り、助けを求めました。
　すると、苦手だと思っている事を通して神様は喜びを
与えて下さいました。神様が寄り添って下さり、我が家
での祈祷会を開く事が出来ました。メンバーの誕生日を
お祝いする事も出来て、とても嬉しく思っています。数ヶ
月前のセルの祈祷会では、ちょうど私の誕生日に開かれ、
もう一人のメンバーと一緒にサプライズでお祝いをして
もらいました。言葉で表せない位感動しました。神様の
家族って素敵だなぁと改めて実感しました。神様の家族
の一員として歩んでいけることに感謝です。
イザ 30:18
「 それゆえ、【主】はあなたがたに恵もうと待っておられ、
あなたがたをあわれもうと立ち上がられる。【主】は正義
の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべて
の者は。」
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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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　今年から始まったセルの祈祷会。この毎月一度開かれ
る祈祷会をいつも楽しみにしています。グループのメン
バーの家々を訪問したり、時には教会で行われたりと回

「セルの祈祷会を通して」
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（ ２０１９年１１月２４日 ）
（要約者：平澤　瞳）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

　ヨシュア記１３章から２２章はヨシュア記を
起承転結に分けた時の「転」の部分になります。
ここは土地の分与について書かれています。
　まずはその前１２章は１章から１２章のまと
めで「土地の征服」を一覧表のようにまとめた
部分となり、征服された王のリストになります。
そして１３章は土地の分与の命令から始まり、
新しい局面をむかえていきます。まずヨルダン
川の東側のルベン部族、ガド部族、マナセの半
部族への分与が書かれています。１４章はヨ
シュアと一緒に主に従い通したカレブの所有地
について書かれています。１５章はユダ族への
分与、１６章、１７章はヨセフ族への分与、１
８章、１９章は他の７部族への分与、１９章最
後にはヨシュアの所有地が書かれています。「こ
うして彼らは、この地の割り当てを終わった。
（19：51）」と書かれています。この後、２０
章には逃れの町、２１章にはレビ人の町につい
て書かれています。来週はヨシュア記の「結」
の部分を見ていきたいと思います。

天野弘昌　牧師
平澤一浩

日名　洋
牧　三貴子
a高橋奈津江

　３日　西嵜結愛
　６日　李 宰昇
　７日　三村隆人
　８日　金森清子

　９日　草井琴乃
１１日　Pui ちゃん
１３日　近藤　颯
１５日　長谷かをる

１７日　岡本恵美子
１８日　新開　陽
２０日　湯浅八重子
２２日　新開未沙子

２５日　上田　仁
２６日　山本洋子
３１日　日名陽子

12 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。

　
　私たち日本人が最初に権威を感じる相手は多く
の場合、親からです。しかし、私たちがもし理不
尽な扱いを受けたうえで親から権威を振るわれて
いたならば、「権威」に対して嫌な思いがするかも
しれません。
しかし、今日学ぶ本来の権威はそのようなもので
はありません。ローマ書 13 章 1－7 節を通して、
権威とはなにか、なぜ私たちはそれに従うのかを
みことばを通してみていきましょう。

　ロマ 13：1 に『人はみな、上に立つ権威に従う
べきです。神によらない権威はなく、存在してい
る権威はすべて、神によって立てられたものです。』
とあります。
　このみことばにある「人はみな」とは、私たち
にとって税金を払うという義務を果たすべき必要
がある者みな＝国民全てという意味が使われてお
り、キリストを信じている人であってもそうでな
い人であっても全ての人が権威に従うべきである
とされています。なぜなら権威は全て神によって
存在し、神によって立てられた者に与えられるも
のだからです。そして、神から私たちはこの命令
に従うように言われています。

　
　なぜ神様は全ての人に権威に従うべきだと言っ
たのでしょうか。それは全て私たち一人ひとりの
祝福のためです。私たちには義務を果たしてはじ
めて権利が生まれます。それは申命記をみても分
かるように、神様は私たちに「こうしたら、こう
なる。」という形で人々の生き様を通して私たちが
歩むべき道を教えてくださっています。
権威に背くことは神の定めに背くことであり、そ
のことで私たちはこの身に裁きを招くことになり
ます。裁きと聞くと私たちは罰を思い浮かべがち
ですが、神の裁きは、良いか悪いかを判断してく
ださるものであり、もし私たちが神の目から見て
良いことを行ったなら、良い裁き（祝福、報酬）
を受けることになり、悪いことを行ったのなら私
たちは悔い改めを行う必要があります。
ロマ 13：3前半に『支配者を恐ろしいと思うのは、
良い行いをするときではなく、悪を行うときです。』
とありますが、私たちがもし普段から自分の心の
中で悪いと思いながらも行っていることがあると
すれば、それが明るみに出ることに恐れを覚えま
す。あなたの中に神様に隠しておきたい行為、思
いはないでしょうか？
13：3 後半には『権威を恐れたくないと思うなら、
善を行いなさい。そうすれば、支配者からほめら
れます。』とあり、神様はあなたの祝福のため、そ
のような悪を捨てて善を行いなさいと言われてい

ます。自分自身の歩みを振り返ってみましょう。

　ロマ 13：15 に『ですから、ただ怒りが恐ろし
いからだけでなく、良心のためにも、従うべきで
す。』とあり、この良心が私たちの判断基準とな
ります。
良心とは、この世の道徳的な考え方ではなく神の
思いそのものです。あなたはいつも神様の心、神
様の判断基準をもって物事をみているでしょう
か？それを判断するには、あなたの行為が自分の
ために行っていることか、本当に相手を愛して
行っていることかで分かります。
例え自分の立場が悪くなろうとも、自分のやった
ことが否定されようとも、神様の基準はいつも愛
に立ち返るものです。聖書の中にあるナアマン将
軍としもべとのやりとりもその一つです。しもべ
がナアマン将軍に願い出たことはその時代であれ
ば殺されても仕方がない行為でした。しかし、主
人の行動が間違っていることを感じ、主人を愛す
るが故に心を尽くして向き合ったことが、最後に
は良い結果をもたらしました。
もし自分の上司にあたる人が聖書のみことばを基
準にみて間違った行為をしていたとしたら、あな
たはどのような態度をとるでしょうか。確かに権
威ある人たちは神によって立てられました。しか
し、上司の言うことだからと無条件に従おうとす
ることは決して神の良心に従うことではありませ
ん。
『すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいもの
ではなく、かえって悲しく思われるものですが、
後になると、これによって訓練された人々に平安
な義の実を結ばせます。（へブル 12：11）』
この世にはその時は否定され、後の世で正しい判
断であったと認められることもあります。それで
もなお、私たちが大切にすべきは、自分の価値観
ではなく、聖書で伝えている神の良心を求めるこ
と、そしてそれに従うことなのです。

「権威に対する従順」
～良心はすべてを示す～　              　　　　　　　　　ローマ書13章1－7節

あなたにとって「権威」とは
どのようなものですか？

①すべての権威は神によって
　立てられている

②自分自身の祝福のため

③良心のため

まとめ

今年も残りあと１か月となりました。
これからも、私たちが生きるこの世の中に間
違った権威をたくさんみることがあるかもしれ
ません。また、私たちの周りにはいつも間違っ
た判断をさせようとする誘惑があり、私たち自
身がその誘惑にのって人を裁いてしまう時があ
るかもしれません。しかし、今日、私たちは本
当の権威を学びました。神の権威、神の判断は
私たちに回復をもたらします。ですから私たち
は自分の思いによらず、神様の権威に従うこと
を選び、新しい年を迎えましょう。

今年も残りあと１か月となりました。
これからも、私たちが生きるこの世の中に間
違った権威をたくさんみることがあるかもしれ
ません。また、私たちの周りにはいつも間違っ
た判断をさせようとする誘惑があり、私たち自
身がその誘惑にのって人を裁いてしまう時があ
るかもしれません。しかし、今日、私たちは本
当の権威を学びました。神の権威、神の判断は
私たちに回復をもたらします。ですから私たち
は自分の思いによらず、神様の権威に従うこと
を選び、新しい年を迎えましょう。
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