
　

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

藤本ちひろ

ペンテコステ礼拝ペンテコステ礼拝

来週の奉仕者
（６月７日）

牧唯恵伝道師

日名洋
富岡美千男
秋山恭子
河島稜
藤原友規子
秦泉寺朗子
山本麻美
池田優香

日名陽子
西嵜孝之
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　最近、ある一人の大統領のスピーチを目にする機会があり
ました。
国連持続可能な開発会議でのウルグアイのホセ・ムヒカさん
のスピーチで、彼はこの “持続可能な発展 “をテーマとした
中で、今の発展を続けることが本当に世界にとって豊かであ
るのかと唱えたことです。この現在の状況下において、世界
的に経済活動が止まったことをきっかけに、彼が言った「逆
に人類が消費社会という強力な力に支配されている」という
言葉がまさに現在の状況に対するものであると感じました。
彼は大統領という立場でありながら、豊さを求めようともせ
ず、給料の約 90％を寄付し、自らで野菜を作りながら暮らし
ている、消費社会に依存することなく、必要最低限の生活を
自らで体現する。今、私たちに求められている姿ではないの
かと感じました。
『貧しい人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、もっ
ともっとと、いくらあっても満足しない人のことだ』
今このような状況だからこそ、私たちは現実と向き合い、備え、
必要最低限のもので満足できるような発展を目指していく必
要があると感じました。日々のちょっとした消費や、これは
本当に必要であるかということを考えながら、歩んでいきた
いです。

イエスは彼を見つめ、その人をいつくしんで言われた。「あな
たには、欠けたことが一つあります。帰って、あなたの持ち
物をみな売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、
あなたは天に宝を積むことになります。そのうえで、わたし
について来なさい。」 
（マルコ 10：21）
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近藤大嗣

秋山耕平

泉水誠

牧三貴子

酒井弘志

河島晃太

　

     日名創真　岩崎祥誉

楠田富恵中山英子

牧唯恵

堀川由美　岡本直子

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｷｻﾝｶﾞﾗ

谷口則子

牧　祐

　　

（ ２０２０年５月２４日 ）
（要約者：岡本享子）

黙示録　福澤師

　今週の箇所は、南ユダのアビヤ、アサ、ヨシャパテ王を中
心にえがかれています。私はアビヤ王とアサ王にフォーカス
しました。Ⅰ列王記だけを読むとイスラエルの主なる神は信じ
ず、一切従わない悪王の様に感じていました。彼は「神は私
たちとともにいて、かしらとなっておられる」と宣言しました。
そのことにより、ユダの民は主に拠り頼んだ事で、神様は勝
利を与えてくださいました。正しい礼拝祭儀を行っていたこ
とは読み取れます。しかしⅠ列王記 15章 3-4、12 節にアビ
ヤの心は主と全く一つにはなっていなかったがダビデに免じ
てエルサレムを堅く立てたとありますから、ユダの民は神様
に依り頼んでいたけれども、自分自身はそうではなかったと
いうことがわかります。その後のアサ王は列王記に、主の目
にかなう者だったと書かれていますが、年をとった時足の病
気にかかったと書かれていることが気になっていました。彼
は晩年、神以外の者に依り頼んだ事が歴代誌には記載されて
います。表面的に正しいことをしていたとしても問われるの
は本質だという事がわかります。偏った聖書の解釈は偏った
決断を招きます。神様がその時、その時自分自身に語られる
事を受け取る事ができるように祈りつつ、今週も読み進めて
いきましょう。

牧　一穂　牧師
西嵜芳栄

岩崎祥誉
岡本享子

　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
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
　

　
5 月の誕生者
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　河島晃太

父の日礼拝

　

　一つのアニメ動画が紹介されました。おばあちゃんが駅
の自動販売機でクッキーを買いました。ホームのベンチに
座りクッキーを食べていると、隣に座っていた青年もその
クッキーを食べ始めます。不誠実に見えるその青年に向
かって、おばあちゃんは怒ります。しかし、青年は怒り返
すことはせず、最後のクッキーを半分に分け、おばあちゃ
んに渡します。それでも、怒りが収まらないおばあちゃん
は、もらった半分のクッキーを握りつぶしてしまいます。
怒ったまま電車に乗り込み、ふと自分のバッグを開けると、
そこには自動販売機で買ったクッキーが入っていました。
おばあちゃんがホームで食べていたクッキーは、実は青年
のものだったのです。おばあちゃんはチャラチャラした格
好の青年が、自分のクッキーを勝手に食べていると勘違い
をし、怒っていたのです。しかし、それに気が付いた時、
既に電車は出発し始めていました。おばあちゃんは青年に
謝ることもできませんでした。私たちにもこのようなこと
がないでしょうか？　自分はどうなのかをしっかりと確認
もせず、他人の容姿や目に入ってくる情報だけで相手を決
めつけ、裁いていることはないでしょうか？

　GPS は私たちがいる位置をいくつかの人工衛星を使って
測位します。しかし、宇宙にある人工衛星と地上では 1 秒
あたり 100 億分の 4.45 秒ずれているため、そのズレをそ
のままにしておくと、地上では大きなずれが生じてしまい
ます。そこで、別の人工衛星によってそれらを補正するこ
とで、私たちのもとに正確な位置情報が届きます。このよ
うに、私たちの位置を物理的に判断するだけでも複雑なシ
ステムが必要です。では、私たちは自分がどこにいるかを
わかっているでしょうか？　先週のメッセージで私たちが
裁判官、検事、無資格の弁護人、告発者になってはならな
いと語られました。証者である私たちが自分の立ち位置を
見誤り、本来の役割を見失うと大きくずれてしまいます。
イエス様と一緒にいた弟子たちも自分の立ち位置がわから
ず、彼らを立たせていたのはプライドでした。弟子のなか
で一番愛されているのは誰か、一番優秀なのは誰か…とい
つも議論し、同じことを繰り返していました。しかし、ペ
テロは自分の罪を悔い改め、自らの生き方を変えることを
願いました。そして、五旬節の日にひとどころに集まり祈っ
ていたところ、そこに聖霊がくだりました。ペテロは漁師
であり、特別な能力や地位を持っていませんでしたが、聖
霊に満たされたペテロは、兵隊や群衆の前に出ていき、福
音を宣べ伝えるものに変えられました。ペテロは聖霊よっ
てGPSが測位し、あるべき姿に戻ったのです。
『まことに、まことに、あなたがたに告げます。あなたは
若かったときには、自分の歩きたい所を歩きました。しか
し年をとると、あなたは自分の手を伸ばし、ほかの人があ
なたに帯をさせて、あなたの行きたくない所に連れて行き
ます。』（ヨハ 21:18）
私たちは自分の欲に従って歩んでいると本来、神様が用意
して下さった道を歩めなくなります。その結果、この御言
葉のように行きたくない所に足を向けてしまうのです。そ
れは本来の行くべき所ではないので、幸せの道ではありま
せん。私たちが歩むべき道をやめて、自らが選ぶ道を歩む
ので、イエス様は私たちに変わって釘を打たれ、自由を奪
われ、十字架に架かられたのです。私たち自身の立場をも
う一度確認しましょう。私たちは「イエス・キリストの証人」
です。理解できないことが起こったとき、私たちはプロセ
スに目がいきますが、その出来事に対して私たちがどこに
立ち、どんな実を結び、それによってどんな影響を周りに
与えたかということが大切です。私たちがどのように生き
るかで、イエス・キリストの生き方が人々に表されていき

ます。

冒頭の動画に出てきたおばあちゃんは、自分が買ったクッ
キーが「取られている」と錯覚していました。自分の基準
で青年を判断し、自分が間違えていることに気づけなく
なっていたのです。私たちは持っているものを「自分のも
の」と勘違いしてしまいます。私たちは何も持たずに生ま
れてきましたが、いつしか持っているものを失うことが恐
くなり、それに依存し、執着しているのなら気をつけなけ
ればなりません。私たちはそれらを持っていなくても、そ
のままで愛されていて、わたしが「わたし」であることは
変わらないからです。ですから、暗闇に対して戦いを始め
るのが私たちの決断です。戦う相手は自分自身ではなく、
暗闇の主導者です。そして、戦うのは神様であり、戦う方
法は御霊によって満たされることなのです。

　カリフォルニア大学のジョン・ロビンソン教授がイタリ
アミツバチとアフリカミツバチの DNA について研究しま
した。この２種のミツバチの DNA 配列はよく似ていまし
たが、イタリアミツバチは穏やかであり、アフリカミツバ
チは攻撃的でした。それぞれの個体を相手の群れのなかに
入れると、アフリカミツバチの環境で育ったイタリアミツ
バチは攻撃的に、イタリアミツバチの環境で育ったアフリ
カミツバチは穏やかになったのです。DNAに変化は起こっ
ていませんでしたが、DNA のなかに ON／ OFF になっ
ているものがあることが分かりました。ミツバチの個体は
突然変異によって変わったのではなく、もともとそのよう
に造られていたものが ON になったのです。その後、教授
はポジティブな人たちとネガティブな人たちを 10 年間研
究し、ネガティブな人たちには多くの炎症反応が見られ、
抗体反応も多く、外から入ってくるものに対して戦う
DNA のスイッチが OFF になっていることがわかりまし
た。反対に、ポジティブな人たちは炎症反応が極めて低く、
戦う DNA のスイッチが ON になっていることがわかった
のです。
私たちにとって大切なのは友だちです。私たちに友だちが
いると、免疫反応が高まります。神様を信じ、存在意義を
見つけて自らが進もうとする道に生きようとするとき、同
じ生き方をしている人の中に友が与えられます。友は私た
ちが探して見つかるものではありません。私たちが自らの
生き方を選んだ時に初めて与えられます。私たちの最大の
友はイエス・キリストです。私のところに友としてきてく
ださったイエス様の友として生きるとき、私たちの DNA
はONになります。

「あなたは誰？ どこにいる？」
　　　　　　　　　　　使徒2：１~４、１７～２１ 

　　　

あなたの立ち位置はどこですか？

外側だけを見て物事を判断していないか
『私は裸で母の胎から出て来た。また、
裸で私はかしこに帰ろう。』（ヨブ1：21）

DNAのスイッチをONに

まとめ
　聖書にでてくる信仰者たちは自らが取るべき行動を
判断し測位しました。自分の立場をもう一度見直し、
どんな決断をし、どう生きていくか。測位する必要が
あります。目を閉じて感じましょう。神様にとって、
私たちは一人ひとり特別な存在です。だからこそ、神
様は私たちを測位し、失われた価値を取り戻させたい
のです。今、自分の立場を見失っているのなら、強く
待ち聞きましょう。あなたの本来の役割や姿を必ず聞
くことができます。神様はいつもあなたと共におられ
ます。必ず神様のところに戻る事ができます。それを
信じて神様の前に出ていきましょう。神様いつもどん
なときもあなたを待っておられます。

　聖書にでてくる信仰者たちは自らが取るべき行動を
判断し測位しました。自分の立場をもう一度見直し、
どんな決断をし、どう生きていくか。測位する必要が
あります。目を閉じて感じましょう。神様にとって、
私たちは一人ひとり特別な存在です。だからこそ、神
様は私たちを測位し、失われた価値を取り戻させたい
のです。今、自分の立場を見失っているのなら、強く
待ち聞きましょう。あなたの本来の役割や姿を必ず聞
くことができます。神様はいつもあなたと共におられ
ます。必ず神様のところに戻る事ができます。それを
信じて神様の前に出ていきましょう。神様いつもどん
なときもあなたを待っておられます。

セル祈祷会（黙示録）

９日　曽我菜々子


