
　

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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　長らく続いた自粛生活も、少しずつ日常を
取り戻そうとしています。非常事態宣言によ
り、我が家では夫の在宅が増え、娘と向き合
う時間が増え、家事をする時間が十分に与え
られ…ふと、緩和されていく中、自粛生活は、
私にとってそんなに不自由ではない事に気が
つきました。
確かに一人の時間がない、そんな風に思える
事もありました。でも家庭を守る役割を果た
せた事で不思議と充足していました。きっと
私にとって、神様が与えてくれた充電期間な
んだと思えました。これからまた別の役割に
立ちます。それをしっかり握って、この在主
生活で与えられた平安と積まれた祈りを守っ
ていきたいと思います。

( ヘブル 12:11)
およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいもの
ではなく、悲しいものと思われるのですが、
後になるとそれが鍛え上げられた人々に義と
いう平和に満ちた実を結ばせるのです。
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長らく続いた自粛生活も、少しずつ日常を
取り戻そうとしています。非常事態宣言によ
り、我が家では夫の在宅が増え、娘と向き合
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（ ２０２０年５月１７日 ）
（要約者：富岡牧）

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

　今週もⅡ歴代誌 (6 章～ 12章 ) を読み進めていきましょう。
5章で神殿が完成し、6章はソロモンによる奉献の祈りが記
されています。7章で 7日間の奉献式と 7日間の祝祭、計 2
週間 (14 日間 ) の祝典が全国的規模で行われたことが記され
ています。ダビデが準備し 20年の年月を要しソロモンが建
て上げた神殿。主の前に捧げたいけにえが牛 22000 頭と羊
120000 頭。全焼のいけにえと、穀物のささげ物と、脂肪と
が祭壇の上に載せる事が出来なかったというのを見ると規模
が想像もできないものです。7章の最初には、ソロモンが祈
り終えると、火が天から下ったとあり、祭司たちは主の宮に
入る事が出来なかったとあります。多くの人が目撃できたで
あろうこの奇跡を見ると神様もこの神殿完成を祝福して下
さったのだろうと思います。ダビデ、ソロモンの二代に渡り
神殿建築に多くの財を捧げました。豊かに撒く者は豊かに刈
り取るという象徴かのように、9章 13 節では 1年間にソロ
モンのところに入ってきた金の重さは金の目方で 666 タラン
トとあります。1タラントが 34㎏とされていますから
22644 ㎏となります。これを使用して、ソロモンは金製品や
金のコーティングを施しています。一つ 7㎏の金の大盾 200
個と一つ 3.5 ㎏の金の盾 300 個も作りました。宮殿に置かれ
たとありますが、実用性はどうなのだろうと下世話な事を考
えてしまいました。ソロモンの治世の中、巨万の富が築かれ
た事が記されています。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉

西嵜芳栄
西嵜真由美

　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

　　　　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
　　　　矢崎晴大
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
　　　　牧ゆい子
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　牧三貴子

　コロナウイルスの事を通して私達は様々なことを学んでい
ます。何千年もある時代の歴史の中、みなさんはこの 2020
年という時を生きています。文明時代に入り、そして情報時
代に入ってこのような事件がおこったことはかつてありませ
ん。これまで各国では様々なことがありました。日本では、
戦後、“闇市” “阪神淡路大震災” “東日本大震災・福島の原
発事故”。このような経験を通して日本は何か変わったでしょ
うか。この歴史を自分の人生に置き換えてみても、このこと
を通して自分自身の人生に大きな変化がありましたか？また
このことを通して何かを具体的にしたでしょうか？ 岡山では
コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されました。しかし大
切なのはその後、このことを通して私達が、次の物理的対策
ではなく、生き方をどう変えるのかということです。

証人…教会で良く使われますが、世の中では裁判で良く使わ
れる言葉です、言葉に正しいという字を書きます。裁判をす
る時、アメリカでは聖書に手を置いて誓います。日本の裁判
の証言も実は聖書的告白に基づいています。神の前に誠実に
真実を語るということです。証人とは、神の前に正しく語る
と言う事です。クリスチャンの責任は、「はいは “はい”。」「い
いえは “いいえ”。」と語る事です。顔は笑顔で、心では排除
していることがよくあります。これは偽りの証言です。でも
真向から「嫌い」という事が証言ということではありません、
自らの心の良心に手を置いて事実を語ること、それは嫌いと
いう心の感情に対し、そうであって良いのか？という神様の
問いかけに対して自分が正しく語ろうとすることです。（1 章
8節）証人とはイエス・キリストの証人です。
（使徒の働き１：１５～２０、２：２３～３８）
ペテロが多くの群衆に向かって、特にユダヤ人に語った箇所
です。ここに登場するペテロは変わりました。何が変わった
のかというとイエスキリストが生きた生き方の証人になった
からです。証人になる為にはどうしたらよいのでしょうか。
聖書には「約束のものをうけなさい、そうすると地の果てま
で私の証人となります。」と書いてあります。証人に「なれ。」
という命令ではなく、「なる。」と言われました。すなわち、「な
る。だからから待て。」といわれたのです。待っていたらそう
なったのです。

裁判は、悪い事を犯した人に対しての事を周りの人が証言し
成り立っていきます。私達の立ち位置はどこなのでしょうか。
私達の多くは勝手に裁判官のようになり裁き、罰し、排除し
ています。これは裁判官の仕事です。知識がある人は特に気
を付けなければなりません。物事がわかってしまうので、判
決を下しやすくなります。では聖書では、間違った行為に対
してほっといて良いと言っているのではなく、正義は自らに
向けるもので、自分に罪があるのならその人を愛せといって
います。愛して最善を尽くす事です。その役割は、弁護士です。
弁護士になるには、裁判官から弁護人という役割の任命を受
けることが必要です。任命をされてもいないのに勝手に弁護
のようにしてはいけません。隣人の身になり助けていくとき
には、神様がせよと言われてから行わなければなりません。
同情によってではなく、神様から与えられた愛に基づいて行
います。バロメーターは愛でその場しのぎの解決ではありま
せん。弁護士の仕事は、裁判でその人がただ無罪になればい
いということではありません。裁判後、その人が社会的信用
を取り戻すために裁判の現場で関わることが仕事です。すな
わち、クリスチャンの仕事は証人からスタートし、証人が神
様の役割に立って任命された時、弁護士になっていきます。
裁判の中で私達が役割に立ってはならないのが、検事側です。
この仕事は聖書の世界では悪魔の仕事で、ディアボロス（反
逆者）、サタン（告発者）という意味です。
名前が地に落ちるように、持っているものが地に落ちるよう
にその人を攻撃し、その人の立場を悪くしようとする行為で
す。（ヨブ記）検事は犯罪者をいかに有罪にするかが仕事で、
警察官は証拠をつけて検察に報告し、検察はその人を有罪に
するために闘うのです。同じ司法試験をもった裁判官・弁護士・
検事が闘うのです。一人の人は 2人の話を聞いて判決を下す。
一つの人はその犯罪者を守る。一つの人は犯罪者に罰を与え

る。不思議な成り立ちです。これは、以前は神の仕事でした。
しかし人は、人の目に見える王がほしいといいサウル王の日
からこのような方法で人を有罪にするようになっていきまし
た。それまでは人々が神の前に出て祭司が生贄を犠牲で捧げ
て、神が赦されるなら取り下げられて、有罪ならその人が死
ぬという裁判でしたが、今ではこのような形になりました。
聖書で最初の裁判官になってしまった人はアダムです。神を
裁き、女性を否定しました。私達はその告発するもの（原告）
の性質を抱き、生きています。ユダは、告発者になり、裁判
官になっていきました。イエスキリストがする行動について
文句を言うようになり、とうとう銀貨 30 枚で偽りの証言を
してイエスキリストを売りました。最後は首を吊って自ら死
に、谷底に落とされ体中が張り裂けました。人を裁き告発す
る者は、裁かれ谷底に落とされるということが書かれていま
す。（サタンの最後）ユダの死は告発者になったものの生き
方の象徴となりました。私達は罪を犯した人を告発したり、
罰を与える為にいるのではなく、愛して、その罪の道から立
ち返るために存在しているのです。私達は証者であり、イエ
スキリストが語ったことを証言すること、これが仕事です。
ペテロもイエスキリストを裏切りましたが途中で回心しまし
た。そして体験をしたことを語ったのです。（使徒２：３８）
ペテロは大失敗をしましたがこれ以上してはいけないと決心
し、生き方を変える決断をしました。

人を裁く前にまず神様に聞いてください。あなたが告発者に
なるとユダになってしまいます。任命されていないのに弁護
をしていくとき、決して間違ってはなく、あたかも正しいこ
とを言っているのに、心の動機は愛ではなく、裁判官になっ
ています。それは自らが神になっているということです。神
になると悔い改めることができません。赦す人がいないから
です。悔い改めない行為は悪魔に心を売る行為です。だから
神はあなたの心を悔い改めなさいと言われました。悔い改め
るのは決断です。その決断は助け主である聖霊の力が必要で
す。どうしたら力を受けることができるのでしょうか、それ
は待って聞くことです。私達が先へ先へと行っている以上聞
けず、待てません。ダビデのようにいつも主を前に置かなけ
ればいけません。イエス様の姿勢です。「この盃をわたしか
ら取り去ってください。しかしわたしが願う事ではなく、御
心の通りになりますように。」
私達の最高の弁護士はイエスキリストです。費用を一切請求
しないどころか、イエス様ご自身が犠牲を払い弁護してくだ
さいました。イエスキリストの十字架に学びましょう。

「あなたの役割とは＝証人」
　　　　　　　　　　　使徒1：７～９ 

　　　

目を閉じて感じる～強く待ち聞く～

私達の立つべき位置はどこか

主の約束はあなたが正しく語るためである

さいごに
　この時に生かされているあなたは、何を学び行います
か？
あなたの礼拝のスタイルはどうでしょうか。オンライン
で礼拝をする時、教会に来ていた時と同じように礼拝を
大切に出来ていますか。教会は建物ではありません。あ
なた自身が教会です。あなたの心の宮、また会堂となる
場所は礼拝するに相応しく整えられているでしょうか？
あなたの礼拝への姿勢はあなたと神様の関係のバロメー
ターです。このような生活になり、あなたの弱さが出や
すくなっていないでしょうこ。今一度振り返りましょう。
　そして私たちは将来の為に備えていこうとしています。
自分の為だけに生きるシーズンは終わりました。自分は
何をするべきか、神様の前に出ていきましょう。もしあ
なたが役割に立ち、使命を果たして行くならば「あなた
の為なら」と共に働いてくれる友が与えられるでしょう。
そしてあなたも「この人の為なら」と思える友に出会え
ます。今そのような友がいるでしょうか。あなたの友人
関係を振り返ってみましょう。イエス様は私たちを友と
呼ばれています。だから私たちも友と呼ばれる仲間を作っ
ていくのです。私が前に出るのではなく、友であるイエ
ス様を前に置いて歩んで行きましょう。
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あなたの礼拝のスタイルはどうでしょうか。オンライン
で礼拝をする時、教会に来ていた時と同じように礼拝を
大切に出来ていますか。教会は建物ではありません。あ
なた自身が教会です。あなたの心の宮、また会堂となる
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自分の為だけに生きるシーズンは終わりました。自分は
何をするべきか、神様の前に出ていきましょう。もしあ
なたが役割に立ち、使命を果たして行くならば「あなた
の為なら」と共に働いてくれる友が与えられるでしょう。
そしてあなたも「この人の為なら」と思える友に出会え
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セル祈祷会

９日　曽我菜々子


