
　

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
（４月１２日）

西嵜芳栄

全本みどり
池田優香
a西嵜孝之
永井匡史
岡本享子
西嵜真由美
山本麻美
行司伝道師
岩崎雅弘
髙橋奈津江
泉水浩
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　僕はこの２月から４月にかけて十字屋でバイト
をさせてもらっています。
僕がこの時期にバイトをさせてもらっていること
はとても感謝なことだと思います。
何しろこの時期はコロナウイルスが流行してお
り、その影響で外出が控えられているために、僕
と同年代の人達はほぼみんなバイトなんてするこ
とが出来ていないはずです。
だからこそ、僕が今置かれている状況は本当に感
謝なことだと思います。
毎日、朝早く起きて汗水流してしっかり働くこと
は、一日中家にこもりパソコンで動画を見て過ご
すより、よほど良いと改めて思いました。
でも、これからコロナウイルスがさらに蔓延して、
僕を含めたほぼすべての人達が働けなくなる日が
来るかもしれない。だからこそ今働ける喜びを噛
みしめていきたいし、それだけではない今できる
事、神様に任されたことを忠実にしていきたいと
思います。

（Ⅰテサロニケ 5：16 ～ 18）
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべ
ての事について、感謝しなさい。これが、キリス
ト・イエスにあって神があなたがたに望んでおら
れることです。

　　　Ⅱ列王11～ 17水 14 金 16

「バイトをする日々について」
僕はこの２月から４月にかけて十字屋でバイト
をさせてもらっています。
僕がこの時期にバイトをさせてもらっていること

「バイトをする日々について」
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早天祈祷会6：00~

イースター礼拝

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~

県北祈祷会20：00~
早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

全本達正　渡邉龍朗

森田加世子

村部香代子

金光文雄　大宮東子

澤口千春　行司佳世

佐々木撤心

　　　

　

ｼﾞｭﾘｱ　ｼﾗﾙﾃﾞｨ

三村美香

山本登　岩崎雅弘吉野夏子

李雋英

　

（ ２０２０年３月２９日 ）
（要約者：澤口明子）

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

受難週

　今週も引き続きⅡ列王記 (11 章～ 17 章 ) を読み進めていき
ましょう。北王国はエフー王の時代、バアル信仰を撲滅され
ました。しかし根本の変化は行われなかった為、9人の王が
出てきますが再び主の前に悪を行うようになり、ホセア王の
時代にはまたバアルに仕えるようになっています。一方南王
国は、アタルヤ、ヨアシュ、アマツヤ、アザルヤ ( ウジヤ )、
ヨタム、アハズ、ヒゼキヤと王が変わっていきます。アタル
ヤとヒゼキヤの時代以外は主の目にかなう事を行いますが、
高き所を取り除かず、民はそこでいけにえをささげたり、香
をたいたりしていたと書かれています。そして、17章でとう
とう北王国はアッシリアに捕囚されてしまいます。列王記で
は主がエリヤ、エリシャらをはじめとする預言者、先見者を
通して北王国に警告をしてきました。しかし、エジプトから
解放した主を捨て、異邦の神々に従い、主の警告と呼びかけ
を無視し、うなじのこわい者となったことで主の怒りをかっ
てしまいました。一見、南王国の方が主の目にかなう事を行
う王が多く良いように見えます。しかし、17章 13 節では両
国に警告されていますので、高き所を取り除いていない為、
本質が変わっていないから一緒だよと警告されているように
感じます。先週に引き続き今週も「私達の日々の歩みも本質
がズレていないか？」聖書の登場人物の生き方を見て学んで
いきましょう。そして本質がズレているならイエス様の愛で
戻してもらうように祈りましょう。

牧　一穂　牧師
和田力

行司伝道師
牧三貴子
a浅野恵子

　２日　籔中真琴
　３日　金森将雄
　　　　永井匡史
　４日　牧　友実
　　　　赤岩郁美

　７日　全本達正
　　　　渡邉龍朗
１２日　村部香代子
　　　　福田そら
１６日　三村美香

２０日　吉野夏子
２１日　森田加世子
２２日　行司佳世
　　　　澤口千春
２４日　ｼﾞｭﾘｱ　ｼﾗﾙﾃﾞｨ

２９日　佐々木徹心２５日　山本　登
　　　　岩崎雅弘
２６日　金光文雄
　　　　大宮東子
２７日　李雋英　

４月の誕生者
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　ふくろう蝶という羽にふくろうの目のような文様のついた蝶がいま
す。この蝶は葉っぱなどに止まっていると羽を鳥のふくろうの目のよ
うに見せて身を守っています。蝶は主に昼間活動します。しかし、ふ
くろうは夜行性です。進化なら、昼間活動するなかで、蝶が周りを見て、
感じて、身をまもるように適応していくでしょう。しかし、夜行性の
ふくろうとこの蝶がどうやって出会うのでしょうか。ましてや、この
蝶の天敵の天敵が、ふくろうであるとなぜわかるのでしょうか。すべ
てのものを造られたデザイナーである神様の存在がなければ説明がで
きないのです。このように神様は私たちの人生において、全体を見て、
作品を仕上げようとしているのです。ですから私たち隣にいる人や自
分に向かってくる問題に対して、痛みや、敵と判断してしまうのでは
なく、神様はもっと大きな意味をもっておられるということに気が付
かなければなりません。今、大きな問題である新型コロナウィルスに
おいても目の前の問題だけを見て右往左往するのではなく、今だから
こそ何をしなければならないか、しっかり考えなければなりません。

行いがなければ救われないのか？と議論されますが、そうではありま
せん。ローマ書にあるように、イエスキリストを信じる信仰によって
すべての人が救われるのであって、行いによって救われるのではあり
ません。ヤコブの手紙は救われたクリスチャンがどう歩んでいくかと
いうことを中心に置いています。その行いによって顕される証によっ
て、その救いが証明されるのです。救われたことの証は、あなたの行
いによるのです。

私たちは考える生き物です。考えることと安ずることは意味が違いま
す。不安、問題があって考えるときでは考える方法が違います。不安や、
問題がある場合私たちは自己防衛を考えます。自分を守るために相手
を倒す方法を考えます。しかし、本来、私たちは神様が任せたものを
守るために考えなければなりません。それはこの地上の管理者として
本来の姿を守ろうとすることが本来の役割だからです。神様から与え
られた地を管理するクリスチャンはこのような情勢のなか、何を行え
ばよいのでしょうか。周りの人やコロナウィイルスを敵にして、悪い
ことのために悪いことを考えるのではなく、良いことのために良いこ
とを行うのです。それが実行者になるという事です。神様がふくろう
蝶を守るためにふくろうの目の文様を与えた意味を知らないといけな
いのです。ふくろう蝶は自分の敵でもなく、認知できるよしもないふ
くろうの目を自分の羽につけていました。これは神様の御業としか言
えません。この事から私たちが敵だと認識し、それから守る方法とは
違う方法で、神様は私たちを守る事が分かります。それなら私たちは
目の前に起きていることを問題とするのではなくはなくて、その問題
になぜ私たちが憂慮しているのかに目を向けていかなければなりませ
ん。

これは比喩として食べ物について言っています。食べ物がなくておな
かがすいた人に、食べろよと言っても、食べるものが無ければ意味が
ないのです。おなかがすいているなら、まず食べ物を与えて、御言葉
を伝えるのです。これが神の計画です。私たちの周りにも人間関係、心、
お金の問題があります。それを見たときに非難して、自己防衛するだ
けでは問題解決にはなりません私たちは世の光、地の塩です。私たちは、
行いのある生き方をどうやって外に顕すかをいわれています。私たち
の後の人々に信仰の義の実を結ばなければなりません。

私たち日本人は土着化した宗教観により、神様は怖い人で、罰を与え
るから、罰を受けないように生きる。と考えてしまいます。しかし聖
書は違います。善を行うことによって悪を教えようとしているのです。
人は善悪を知る木の実を食べない決断によって正しい決断をし、神の
御心と悪を知る必要があったのに、人は裏切って食べてしまい、人の
せいにするという悪を知ってしまいました。そして、悪から遠ざかろ
うとして、悪と戦う。こういう生き方を選んでしまいました。だから、
人の悪が目に付いてしまうのです。人の悪の根源を絶って解決しよう
とするのではなく、悪のプロセスに対して仕打ちをしようとします。
悪によって悪を解決しようとしてないかもう一度、自分を顧みましょ
う。相手のおかしいところを指摘するのではありません。その人の本
来の姿を見いだして、正しく導くのです。自分の目線でみるではなく、

神様はその人にどのような計画をもっているかを感じ、もし、問題を
感じさせたのなら、その問題を放っておかず、解決していく必要があ
ります。肉の父母は時には間違うこともありますが、神様は命を懸け
てまであなたに愛を示そうとする方です。だから神様を敵と思っては
いけません。罰を与える怖い方ではありません。私たちの信仰の父ア
ブラハムはその子イサクを祭壇にささげたとき、たとえ息子を手にか
けても息子は帰ってくる。もっと良くしてくださると信じていました。
そして、信じたと通りになりました。アブラハムはすでに神様の友だっ
たのです。罰を与える方とは思っていなかったのです。神様はあなた
の友であることを知ってください。（ヨハ 15:15）『 わたしはもはや、
あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知ら
ないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。なぜなら父か
ら聞いたことをみな、あなたがたに知らせたからです。』

だから、影響を受けない人生を選びましょう。新型コロナの蔓延や、
災害が予測される中、影響を受けないとはどういうことでしょうか。
心を平安に保ち、それぞれの役割に応じて備えていく必要があります。
そのために、影響を受けないことです。では、影響を受けるとどうなっ
てしまうのでしょう。魂を離れた体が、死んだものであるのと同様に、
行いのない信仰は、死んでいるのです。これが影響を受けた様です。
心で思っていることを人は行いたいものです。ところが体が言うこと
を聞きません。明日は朝５時に起きてやるぞと決めていますが、朝起
きた時には体が起きたくないと、あなたに言います。めんどうくさい
な、という感情があなたの意志に攻撃を与えます。それは、行いのな
い信仰で、影響を受けた様です。たくさんのニュース、情報、人の言
葉で、あなたは決断をしていませんか。それとも、たくさんのニュー
スを見て、情報を知ったのなら、あなたはそれをもとに影響を受ける
のではなくてあなたの魂の意志によって決断をしているでしょうか。
このことをよく確認して、この一週間を歩みたいと思います。慌てふ
ためいてはいけません。影響を受けてはいけません。魂と体が分離し
た死んだ人にならないで下さい。私達は感情的衝動に動かされるので
はなく、意志に基づいて行動しましょう。

あなたは何の木ですか。あなたに与えられた自分の木の実を結びま
しょう。間違った実を結ばないでください。隣と比較し、まねをして
実を実らせたとしても、それは偽物です。あなた自身が結ぶ実はあな
たです。知恵があるから、柔和なのです。上からの知恵は必ず柔和です。
知恵に基づいているかどうかの判断基準は、柔和でいられるかどうか
です。柔和であるかどうかを自ら探らなければなりません。
（ヤコブ 3:13 ～ 18）『 あなたがたのうちで、知恵のある、賢い人は
だれでしょうか。その人は、その知恵にふさわしい柔和な行いを、良
い生き方によって示しなさい。しかし、もしあなたがたの心の中に、
苦いねたみと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らっ
て偽ることになります。そのような知恵は、上から来たものではなく、
地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。ねたみや敵対心のある
ところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからです。し
かし、上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、
また、あわれみと良い実とに満ち、えこひいきがなく、見せかけのな
いものです。義の実を結ばせる種は、平和をつくる人によって平和の
うちに蒔かれます。』

「実行者」
～案ずるよりは産むがやすし～　　　　　　　　　　　　ヤコブ２：１４～２６

　　　

①行いのある生き方！！ヤコブ２：１６～１７

神様はデザイナー

実行者：安ずるより産むがやすし

②神様と（友）共に！！ヤコブ２：２１～２５

ヤコブ３：１２～１８

③影響を受けない！！影響を受けるとどうなるか？
ヤコブ２：２６

行いは信仰の証；ヤコブの手紙２；１４～２６

さいごに
そして最後に、それぞれの人生には定められたときが在ります。
それが今日かもしれません。今終るとするなら、あなたは本当に
喜んで天国に帰れるかを考えて下さい。あなたは、神様のところ
に帰った時、良い、忠実な僕と言われるでしょうか。私達に定め
られたときに私達がどう生きたかが大切です。今までどんなもの
を人々に与えてきましたか。そして、どんなものを継承したいで
すか。この先、どんな事が起こるのか私達にはわかりません。し
かし、神様は全てをご存じです。だからこそ、私達は信じて正し
い決断を選ぶことができるのです。私たちの命が定められたその
時まで、死に至るまで忠実でありたいと願います。いま、自らに
偽らず正しい生き方ができているか考えてみましょう。

そして最後に、それぞれの人生には定められたときが在ります。
それが今日かもしれません。今終るとするなら、あなたは本当に
喜んで天国に帰れるかを考えて下さい。あなたは、神様のところ
に帰った時、良い、忠実な僕と言われるでしょうか。私達に定め
られたときに私達がどう生きたかが大切です。今までどんなもの
を人々に与えてきましたか。そして、どんなものを継承したいで
すか。この先、どんな事が起こるのか私達にはわかりません。し
かし、神様は全てをご存じです。だからこそ、私達は信じて正し
い決断を選ぶことができるのです。私たちの命が定められたその
時まで、死に至るまで忠実でありたいと願います。いま、自らに
偽らず正しい生き方ができているか考えてみましょう。

セル祈祷会

福田そら


