
　

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
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来週の奉仕者
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　新型コロナによって世界中が今までとは違う状
況におかれている中、
僕にとっても意味のある時期となっている。
家族の回復、問題の解決の計画、また生活の見直
しなどいろいろあるが、神様が今、しなさいと言
われている時期。

「今まで直視してきていなくて、自由気ままにし
てきて、いつやるのか。
これからも生ぬるいままか。」

そう言われているように感じる。

僕がうまれてくる事を神様が喜んでいらしたと、
最近になってから分かったのはさておき、
これからの事をしっかりと見つめて、行動してい
かなきゃいけないのは確か。

"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。"
テサロニケ人への手紙第一 5 章 16～18 節
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（ ２０２０年５月３日 ）
（要約者：平澤　瞳）

黙示録　福澤師

　今週も引き続きⅠ歴代誌 (21 章～ 27 章 ) を読み進めていき
ましょう。21章でⅡサムエル記にも記載がありましたが、サ
タンがダビデに人口調査をさせた記事です。このことが神の
御心をそこない、神はイスラエルを打たれました。Ⅰ列王記の
際ダビデの遺言でヨアブについて触れました。この人口調査
の際、ヨアブは王の命令を忌みきらったとあります。この事
は的を得ていたわけですが、ダビデに説得され人口調査を執
行してしまいました。ヨアブは有能な将軍で指導力や軍事的
な力を持ち、ダビデの甥であったこともあり、ダビデへの影
響力があった為ダビデの益となることもしてきましたが、数々
の殺害の方が際立って遺言にて処刑される事になったので
しょう。そして、22章からは、神殿建設の準備についてです。
ダビデが願った神殿建設でしたが、神様は良しとされません
でした。建設実施をソロモンに託すため、資材、労働力の準
備をしイスラエルのすべてのつかさたちにソロモンを助ける
よう命じました。それだけにとどまらず、イスラエルの全て
のつかさ、祭司、レビ人を集め、神殿奉仕者の編成も手がけ
ました。この準備を 5章にもわたり書かれているところを見
るだけでも、ダビデの神殿への絶大な関心と情熱がうかがえ
ますし、これはサムエル記にない歴代誌独自の記事となりま
す。この記事を見るとダビデ自身が建設実施者になりその神
殿を見たかったんだろうなと感じさせられます。

牧　一穂　牧師
和田力

行司伝道師
小根久保麻由美

　１日　山本心春
　２日　福山友梨
　６日　和田　力
　７日　森田莉功
　９日　髙杉美代

　９日　西嵜　優
１０日　辻総一郎
１１日　佐藤伶香
１３日　佐藤　裕
　　　　佐藤　彰

１３日　鈴木誠一
　　　　鈴木大智
１４日　藤原すず花
１５日　泉水幸誠
１６日　梁平慧

２３日　小野田洋子
２４日　牧ゆい子
２５日　吉野弘晃
２７日　澤口建樹
２８日　岡本早苗

２０日　堀川あや
２１日　坂本竹子
２２日　新開佑香
　　　　野上怜律
２３日　矢崎晴大
　

　
４月の誕生者
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母の日礼拝

　
「My shoes」という動画に穴あきの靴を履いた男の子
がでてきます。彼はある日、きれいな靴を履いてベンチ
に座っている男の子に出会います。彼はきれいな靴を履
いたその男の子をとてもうらやましく思い、心からその
男の子と変わりたいと願います。すると願いが叶います
…しかし、きれいな靴を履いた男の子は足が不自由で歩
けなかったのです。最後、彼は車いすに乗せられ悔しそ
うに去って行くというお話です。彼は一生穴あきの靴を
履いている人生だったのではなく、靴を買う能力を持っ
ており、自由に生きる道がありました。しかし、彼が選
んだのは相手をうらやんで彼になりたいと願うことでし
た。
このように隣人の表面だけを見てうらやましいと思った
り、目に見える行為だけで物事を判断し、劣等感に陥っ
たり、見下し排除したりしてしまう目線を私たちも持っ
ています。だから今日、どれだけ私たちが目や耳で物事
を感じ、今起きている現状に右往左往させられて生きて
いるかを考えていきましょう。
今、私たちの生活はコロナという小さなウイルスが問題
で世界中の現状をも変えられています。これからどのよ
うになるか誰も分かりません。しかし、このように何か
問題が起きた時にクリスチャンはどうあるべきでしょう
か。目の前の問題にだけ目を向けてどうしようと悩むの
でしょうか、それとも現実に置かれている現状をみて本
質を受け取ろうとするのでしょうか。私たちはこのよう
な時、良心により自らが感じ取って最善を尽くせるよう
に行動すべきです。
今、何が正解かを見出せない問題に対して、世の中では
誰かが取った行動について批判する人が多くいます。し
かしクリスチャンはこのように人を批判する破壊者にな
らないでください。また、ただ見るだけの傍観者になら
ないでください。私たちがなるべきは解決者です。あな
たがどうしてその場所に置かれたのか、その状況をみせ
られているのかを感じ取って、どう解決するかを聖書の
うちにみつけましょう。

人は自分が経験しないと、たとえ周りの人がどれだけ伝
えてもなかなか信じることが出来ないところがありま
す。ヨハネ 20：24－29にあるトマスもそうでした。
トマスは復活したイエス様をみたという弟子たちに対
し、「私は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところ
に差し入れ、また私の手をそのわきに差し入れてみなけ
れば、決して信じません」と言います。なぜ弟子たちの
言ったことを信じられなかったのでしょうか。もし彼の
その時の感情を理解し、彼の目がズレていた中に見出す
ならば、「ほかの人のところには現れたのになぜ私のと
ころに現れてくれなかったのか…」という悔しい思いが
多少なりともあったことが読み取れます。トマスは決し
てイエス様が生き返ったことを信じていなかったわけで
はありません。ただ、弟子たちの言葉に自分の感情をぶ
つけるという間違った決断をしてしまったのです。その
証拠にトマスはイエス様が再び現れた時、手の釘の跡を
見せるようには言わず、「私の主。私の神。」と言ってす
ぐその場にひれ伏しました。
その後のやり取りは聖書に記されていませんが、想像す
るにトマスの本心をそこにいたみんなと分かち合ったの
ではないでしょうか。彼が不信のトマスと呼ばれるよう
になったことはとても残念なことですが、彼の気持ちを
受け取り、その行為を自分にあてはめてみるとよく分か
ります。本当は受け入れたいけれど別の受け入れ難い要

素がある時、私たちは頑なになりそれを受け入れるこ
とが出来ないという失敗に至ることが多々あります。
ですから私たちが外郭的に影響を与えるために、その
状況の中で客観的に物事をみているか考えましょう。
特に近しい人に対しては感情的になることもあります
が、聖書は『日が暮れるまで憤ったままでいてはいけ
ません。（エペ 4：26ｂ）』と伝えています。相手の行
動を自分にあてはめて起きた現象を理解していくと、
問題の解決がなされていくようになります。ですから、
自分を顧みて相手と向き合っていきましょう。

聖書では命を霊、魂を知識・意思・感情といい、これ
らは統合性をもっています。霊は魂に強い影響を与え
ますが、この霊は罪を犯すと弱って死んだ状態になり
ます。創世の時代に悪魔が人を惑わし死なせてしまっ
たのはこの霊です。霊は、母と子を繋ぐへその緒のよ
うなもので、私たちが神様と繋がっている部分です。
もしへその緒が切れたらどうなるでしょうか…今、私
たちと神様との関係もこのようになっています。
神様との関係が切れると、私たちは神様に聴き自らで
考えて行動するのではなく、目に見えている情報に流
されて恐れと不安によって対策を打つ者になってしま
います。あるべき姿があるにもかかわらず、やり方が
気に入らない、自分が馬鹿にされた気がするという自
分の感情によって、わざわざそうでない道を選んでし
まうようになってしまうのです。今、愛する人に対し
てそのような態度をとっていないでしょうか。間違っ
た行動をする人を批判したり排除したりする人になっ
ていないでしょうか。また力で抑圧する人になってい
ないでしょうか。プライドのために罪を認められない
人になっていないでしょうか。本当にその決断が正し
いのか、私たちは肉に生きるのを捨てて、内側に感じ
生きるべきです。聞く耳（霊の耳）と備えをしていき
ましょう。

「エマオの後」
　　　　　　　　　　　　マルコ１６：１２～２０ 

　　　
置かれた場所であなたはどのように生きていますか

私たちの目（考え）のズレ

目を閉じて霊で感じる

祈り
　目に見える問題だけをみて失敗する目のズレを認
めて、霊の目で感じ語られる声を聴いていきます。
また今、小さなウイルスに恐れ、かかったらどうし
ようと考える心を捨てて、もし自分の時間が終わる
としたら本当にこれでよいのかを考え生きていきま
す。
『わたしはあなたに忠告する。豊かな者となるため
に、火で精錬された金をわたしから買いなさい。ま
た、あなたの裸の恥を現さないために着る白い衣を
買いなさい。また、目が見えるようになるため、目
に塗る目薬を買いなさい。わたしは、愛する者をし
かったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって、
悔い改めなさい。（黙 3：18－19）』
イエス様の弟子たちは別人に変えられました。それ
は見る目が変わったからです。私たちの目にイエス
様の目を着せ、羊飼いである方の声に聞き従ってい
きます。
本質と真理を教えてください。真理を知った私たち
はこの世の矛盾を裁くのではなく愛と犠牲によって
赦し、正しい道に導きます。感情に負けて間違った
行動をすることなく、最善をつくし良い影響を周り
に与えられるように、私が変わります。隣人のため
に祈り、共に愛し合い、置かれた場所で解決がなさ
れますように。

　目に見える問題だけをみて失敗する目のズレを認
めて、霊の目で感じ語られる声を聴いていきます。
また今、小さなウイルスに恐れ、かかったらどうし
ようと考える心を捨てて、もし自分の時間が終わる
としたら本当にこれでよいのかを考え生きていきま
す。
『わたしはあなたに忠告する。豊かな者となるため
に、火で精錬された金をわたしから買いなさい。ま
た、あなたの裸の恥を現さないために着る白い衣を
買いなさい。また、目が見えるようになるため、目
に塗る目薬を買いなさい。わたしは、愛する者をし
かったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって、
悔い改めなさい。（黙 3：18－19）』
イエス様の弟子たちは別人に変えられました。それ
は見る目が変わったからです。私たちの目にイエス
様の目を着せ、羊飼いである方の声に聞き従ってい
きます。
本質と真理を教えてください。真理を知った私たち
はこの世の矛盾を裁くのではなく愛と犠牲によって
赦し、正しい道に導きます。感情に負けて間違った
行動をすることなく、最善をつくし良い影響を周り
に与えられるように、私が変わります。隣人のため
に祈り、共に愛し合い、置かれた場所で解決がなさ
れますように。
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