
　

TESTIMONY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。

通読のツボ
※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。

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。

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

日 月 火 水 木 金 土

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

来週の奉仕者
（３月２９日）

岩崎祥誉

日名洋
西嵜達也
a佐々木芽生
西嵜真由美
楢村明子
加藤優子
山本麻美
行司伝道師
小根久保麻
澤口明子
日名創真
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　今私のいる職場は長年ここだけでやってきた人が主流で、他の職場
から転職してきた人が馴染めない風土があり、転職組の私も受け入れ
られている感じが持てず、どこかわだかまりの壁を感じながら仕事を
していました。そんな中、最近、私の過ちで周りに迷惑をかけてしま
う事がありました。クリスチャンとして証になるように、周りから信
頼され頼られる存在でありたいと頑張ってやっていただけに、これで
は神様の栄光も現せてないどころか何の証にもならない、本当に神様
にも教会に対しても申し訳ない、顔向け出来ないという心境で、自分
が情けなく、職場の視線が怖い様ないたたまれない心境でした。職場
の人にも「私のせいで迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい」と
ただ謝りました。責められ嫌な顔をされて当然だと思っていました。
ところが、誰も一言も私を責める事なく、上司からも、誰だって弱さ
が出る事はあるから、自分で何とかしようとせずに、助けを求めれば
いいからと言われ、今まで感じた事のない温かさを職場で感じました。
自分の中にある、私はこんなにやっているというプライドが崩された
時に、周りにあった愛に気が付けたそんな瞬間でした。そして、「寛容
さ」「赦しの愛」の力を感じた出来事でした。そしてこの事で、それま
で祈っていても、どうしても消えなかった職場の人に対するわだかま
り、苛立ち、裁く心が溶ける様になくなっていました。肩に力を入れ
て受け入れて貰おうと頑張る事ではなく、自分の弱さを認めて、神様
の前にごめんなさいと出る事を神様は待っていて下さり、喜んで下さ
るという事を教えて貰えた出来事でした。十字架で、もう私の罪は全
て赦されている、赦しが必ず与えられるから、神様の前に出て行く事
が出来る事、赦しを受け取る事で、神様から頑張る力が与えられる事
を体験しました。十字架の勝利の恵みに心から感謝し、イエス様の御
名を誉めたたえます。

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おおうために、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）
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「十字架の勝利の恵み」
今私のいる職場は長年ここだけでやってきた人が主流で、他の職場

から転職してきた人が馴染めない風土があり、転職組の私も受け入れ
られている感じが持てず、どこかわだかまりの壁を感じながら仕事を
していました。そんな中、最近、私の過ちで周りに迷惑をかけてしま
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聖 日 準 備
食 事
片 付 け

Ｅ　ﾌｧﾐﾘ-
  

Ｈ・Ｉﾌｧﾐﾘ-
Ｊ　ﾌｧﾐﾘ-
　　　　　

ぼやき会15：00~

早天祈祷会6：00~

イースター礼拝

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
県北祈祷会20：00~
早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~ ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

泉水浩

坂本恭子

全本達正　渡邉龍朗

村部香代子

近藤絵里加

　　　

　髙橋奈津江

金森将雄　永井匡史

　岩崎櫻

籔中真琴

三村美香

牧友実　赤岩郁美岩崎まり子　永井証

　

（ ２０２０年３月１５日 ）
（要約者：岩崎祥誉）

誕生者のお祝い 19:30~
ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾐｯｼｮﾝ

　今週はⅠ列王記 (19 章～ 22 章 ) からⅡ列王記 (1 章～ 3章 ) へ
と進んでいきます。Ⅰ列 (19 章～ 22 章 ) では北王国の王アハブに
対してのエリヤの関わりが書かれています。前章 (18 章 ) のエリ
ヤVSバアル信仰者 ( アハブ王含 ) でエリヤが劇的な勝利をしア
ハブ王もイスラエルの神に目覚めかけていましたが、妻イゼベル
のバアル宣教への宗教的熱心と権勢欲によりエリヤが命を狙わ
れ、逃げることとなります。精神的にも身体的にも限界を感じ死
をも願う中で、神様は２度にわたり食事を用意して下さいました。
その食事で力を得たエリヤはホレブ山に導かれ、主からのかすか
な細い声で、主の民 7000 人が残されている事と、今までにない
大きな仕事の指示を受けます。その仕事は国際情勢を動かすアラ
ム王、北王国の王、自身の後継者 ( 預言者エリシャ）の任命とい
う今までより大きく危険な務めでした。神様は疲れ果てていたエ
リヤに食事を用意し癒されます。この後エリヤは 、立ち上がり
働きを遂行していきます。新約聖書の中でも食事のシーンがたく
さん出てくるように、神様は食事を用いて、癒しと力を与えて下
さるようにも思います。限界に達していたエリヤが今までより大
きく危険な務めを遂行するというのは普通に考えると不可能に思
われます。しかし、その「普通に考えると」を超越できる神様の
癒しと愛と平安を受け取ったエリヤは、再献身して最後まで神様
につき従うことが出来たようにも思います。エリヤの状況、心境、
その中で癒された事などイメージしながら読み進めて行ってみる
のもいかがでしょうか？

牧　一穂　牧師
行司伝道師

西嵜芳栄
西山秀平
a小根久保麻

　３日　浅野恵子
　 7 日　安田尚正
　　　　浅野祐稀
　 8 日　河島稜
１０日　平松由佳

１０日　日名　洋
１３日　泉水泰行
２０日　妹尾由紀子
２１日　浅本小百合
２４日　泉水　浩

２５日　近藤絵里加
　　　　小川節子
２６日　岩崎　櫻
２７日　高橋奈津江
３０日　岩崎まり子

３０日　永井　証
３１日　坂本恭子

３月の誕生者
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聖餐礼拝
スモールファミリー

ＫｉＫｉさんゴスペル

ＫｉＫｉさんゴスペル

　私たちは物事をすべて理解しているようで、実は理解できていない
ことがあります。この茨のたとえはまさに今の社会の現状です。種（ロ
ゴス）は「ことば」であり「意味」という意味があり、「ことばに意味
がある」ということです。だから私たちが「意味がある」と思ってい
ることに意味があるのではなく、「意味がない」と思ってしまうことに
意味があるというのがロゴスの知識なのです。昔からあることわざや
言い伝えには、今の私たちには「えっ？」というようなことが多いで
すが、その中には大事な言葉もあります。例えば「三つ子の魂百まで。」
これは聖書の中でも同じようなことが言われています。だから聖書の
奥儀にきちんと目をむける必要があるのです。私たちが目の前にある
ものに対して、自分の基準で見て意味があると思うものに目を向けな
いでほしいのです。「内側に与えられた種」これが「意味」です。そ
の種から私たちは人生の糧を得ていきます。そしてそこから何を蒔く
かを確かめる必要があるのです。御言葉をまっすぐ聞いて蒔かれれば、
私たちの口を通して良い種が蒔かれ、良い実になります。でもそれに
「ズレ」が生じていたら、人々を裁いたり、自分の正当性を主張した
りするために利用するようになってしまいます。これは本来の意味が
欠落してしまっています。あなたはどんな種を蒔いていますか？平安
をもたらす義の実ですか？それとも人々を惑わずまやかしの言葉です
か？良い種でも悪い種でも実を結んでしまいます。もし私たちが蒔い
ている種が、実を結んでしまったらまずいようなものなら捨てなけれ
ばなりません。その時には意味があると思って蒔いても、実を結んだ
ときにそれが本当に良かったかどうかがわかります。「実を見て見分
ける」のです。そして、一人の人が変えられ、その隣人にそれが流さ
れていく・・これが３０倍、６０倍、１００倍の実が結ばれる理由です。
だからこそ、「３０倍、６０倍、１００倍」ということをよく理解する
ことが大切です。

３０は「シャローシーム」というヘブル語が使われています。聖書で
は創世記 6:14，15 で初めて「30」という数字が使われています。こ
れはノアの箱舟の記事です。ノアは箱舟を作るとき、人々に散々馬鹿
にされました。しかし、実際に洪水が来た時、一番高い場所だったのが、
この船の高さ「３０キュビト」にあった船首だったのです。「底辺になっ
たものが最も高くされる。（神の領域に用いる）」といったものにこの「３
０」が使われています。実際、イエス様が公生涯を始めたのは３０歳、
またヨセフも夢を解き明かしてパロに仕えるようになったのが３０歳
の時でした。「３０」には「預言者、王、祭司」の存在が示されています。「３
０倍」は、救いをもたらす神の子であるゆえを指し示している・・つ
まり「キリストにある成熟の実」です。私たちが一番「底辺」である
時を乗り越えることを通して神様の時が来るということを理解する必
要があります。「良い地」とは石を取り除き、痛みや苦しみ、悲しみが
続くような作業をくり返した人の「恵み」です。だから時が満ちるま
で種を蒔く必要があります。「聞いていることによく注意しなさい」（マ
ル４：23）何を聞くか注意しないと大切なものが奪われます。その土
地をたとえ非難されても「耕す」が「３０」です。ノアはまさに神が「せよ」
と言ったことを聞いて行ったのです。

６０は「シッシーム」というヘブル語が使われています。「そのあとで
弟が出て来たが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでそ
の子をヤコブと名づけた。イサクは彼らを生んだとき、六十歳であっ
た。」（創 25：26）ここに出てくるイサクは若き日に父に殺されそう
になります。彼はそれに従おうとしました。イサクはイエス様のひな
型として聖書に出てきます。一人の羊として犠牲になろうとしました。
その彼に与えられた恵みが「子孫」です。その彼が「６０歳」の時に、
ヤコブ（イスラエル）が生まれました。「没薬や乳香、貿易商人のあ
らゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から上って来る
ひとはだれ。 見なさい。あれはソロモンの乗るみこし。その回りには、
イスラエルの勇士、六十人の勇士がいる。」（雅３：6～７）ここはソ
ロモン（イスラエルの王）が輿に乗っている様子が書かれています。
ここでは「６０人の勇士とともにいる」ということが表現されており、
６０倍という言葉は「イエスを王としてこれにつき従うイスラエルの
民」が指し示されています。イエス・キリストが犠牲を払い、死にま
で向かっていった時、それに「６０の民」が与えられたということで、「犠
牲の後に与えられた民」そんな意味があります。イエス・キリストの
苦難の道を通って共に犠牲を払おうとする人々に神様は民を与えられ
るということなのです。

１００は「メーアー」というヘブル語が使われています。「これはセム
の歴史である。セムは百歳のとき、すなわち大洪水の二年後にアルパ

クシャデを生んだ。」（創 11：10）ここはノアの長子セムのことが書
かれてあります。彼も父ノアとともに箱舟に乗り、大洪水による滅び
を免れました。その彼が大洪水の後、新しい地上でアルパクシャデを
生んだのが１００歳（メーアー）です。アルパクシャデの子孫エベル
はイスラエル人の別称「ヘブル人」の由来で、彼の家系からアブラム（ア
ブラハム）が生まれ、アブラハム自身も１００歳の時に約束の子イサ
クが生まれました。「１００（メーアー）」には「イスラエルの民の繁
栄と祝福」が指し示されています。「 イサクはその地に種を蒔き、そ
の年に百倍の収穫を見た。【主】が彼を祝福してくださったのである。」
（創２６：１２）この御言葉の通りです。「イエス・キリストの犠牲、
その犠牲を耐え忍んで良い地になった人は３０倍の実を結び、そして
民を与えられる国家（イスラエル）が与えられ、このイスラエルが神
に従おうとするとき１００倍の収穫（繁栄）を得る」この表現が３０倍、
６０倍、１００倍という中に隠されているということです。
「 すると、ヨアブは王に言った。「あなたの神、【主】が、この民を今
より百倍も増してくださいますように。王さまが、親しくこれをご覧
になりますように。」（Ⅱサム 24：３）「１００倍の実を結ぶ」という
表現には神のイスラエルの民に対する祝福及び約束の成就が示され
ています。「３０倍、６０倍、１００倍の実を結ぶ」という表現には、
王の王であるイエス、民としてのイスラエル、これらの存在によって
地上に神の祝福がもたらされるという神の計画の完成が表されている
のです。だからこそ聞くことに注意することが大切です。御言葉を聞
くことが「秤」（マータド：測る、量る）ことにたとえられています。

（出16：15～18）ここは、聖書で初めて秤が用いられた箇所であり、
エジプトから出て行った民が、おなかがすいたと言ったときに神様が
マナを与えてくれた場面です。神はこれを集める量について民に命じ
て、民は「そのとおりにした」と聖書に書いてあります。ある人はた
くさん、ある人は少しだけとりましたが、不思議なことにいくらたく
さんとっても余らなかったし、少なくとっても足らないことはありま
せんでした。欲がある人もない人も結局一緒でした。聖書で最初の測
り（マータド）はその量が自分の食べる分に応じたものだったのです。
つまり、「人間的にどんなにやっても意味がない」ということです。
イエス様は人々にたとえで話され、弟子たちにだけはすべてを解き明
かしましたが、これは秤を使い、人々の聞く力を測られたのです。神
様のはかりには目盛りは２つしかありません。「聞く」か「聞かない」
かで、つまり「救い」か「滅び」かです。聞かないとすれば、それは
自らが測ろうとするからです。「聞くには早く、語るにはおそく、怒
るにはおそい」私たちはこうなる必要があります。何を聞き、何を蒔
くのか、そして何をするのも神の栄光を表すためであることを覚えて
かなくてはいけません。だから何かが「ノー」と言われたら考える必
要があります。その時、神の知恵を求めるのです。

   

「種をまく人」
～３０倍、６０倍、１００倍～　　　　　　　　　　　　マルコ４：１８～２０

　　　

③１００倍

神の秤は２つ

②６０倍　

①３０倍

さいごに
放蕩息子は、自分のために父を殺そうとしました。まだ父が生
きているのに、財産を半分貰おうとしたのです。「このままでは
死なないので、死んだことにして財産を分けてくれ」そう言っ
たのです。これは最低の行為ですが、父親を自分の利用のため
に殺そうとした彼の行為は、私たちがイエス様にしたことと一
緒です。人々は自分のために彼を十字架にかけたのです。この
放蕩息子は湯水のように財産を使い最後は、豚の世話をするよ
うになりました。豚は当時、汚れた生き物とされていました。
最も「底辺」に落ちた瞬間です。しかしその後、彼は「父のも
とに帰ろう」と決め戻りました。これが「３０倍」です。そして、
父は息子を受け入れて赦し、祝宴を開きました。これが「６０倍」、
そして繁栄が「１００倍」です。放蕩息子の兄はこれを見てさ
ばきました。まじめに生きたクリスチャンの裁きです。兄も弟
もとちらも同じ「罪人の頭」です。
もし今、道を外し聞く耳を失い、キリストを十字架にかけてま
でも自分の幸せを得るために何かを得ようとしているのなら、
それは「帰ろう」と３０倍の地を選ぶべきです。そして兄のよ
うにもし、イエス様のそばにいるからといって自分をあたかも
立派な人のように見誤り人々を裁く目線をもっているのならそ
れを捨てて彼と共に十字架に架かる犠牲を選ばなければ良い地
になれません。私たちには測る秤はありません。そして、神様
の声に聞き従うものには繁栄を約束されています。目の前の事
を自分の秤で測らず、神様の声に聞き従い、神様の計画を完成
させるものになっていきましょう。

放蕩息子は、自分のために父を殺そうとしました。まだ父が生
きているのに、財産を半分貰おうとしたのです。「このままでは
死なないので、死んだことにして財産を分けてくれ」そう言っ
たのです。これは最低の行為ですが、父親を自分の利用のため
に殺そうとした彼の行為は、私たちがイエス様にしたことと一
緒です。人々は自分のために彼を十字架にかけたのです。この
放蕩息子は湯水のように財産を使い最後は、豚の世話をするよ
うになりました。豚は当時、汚れた生き物とされていました。
最も「底辺」に落ちた瞬間です。しかしその後、彼は「父のも
とに帰ろう」と決め戻りました。これが「３０倍」です。そして、
父は息子を受け入れて赦し、祝宴を開きました。これが「６０倍」、
そして繁栄が「１００倍」です。放蕩息子の兄はこれを見てさ
ばきました。まじめに生きたクリスチャンの裁きです。兄も弟
もとちらも同じ「罪人の頭」です。
もし今、道を外し聞く耳を失い、キリストを十字架にかけてま
でも自分の幸せを得るために何かを得ようとしているのなら、
それは「帰ろう」と３０倍の地を選ぶべきです。そして兄のよ
うにもし、イエス様のそばにいるからといって自分をあたかも
立派な人のように見誤り人々を裁く目線をもっているのならそ
れを捨てて彼と共に十字架に架かる犠牲を選ばなければ良い地
になれません。私たちには測る秤はありません。そして、神様
の声に聞き従うものには繁栄を約束されています。目の前の事
を自分の秤で測らず、神様の声に聞き従い、神様の計画を完成
させるものになっていきましょう。

小川節子

福田そら

ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室16：30~


