
　

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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　コロナを通して、日常が大きく変化しました。
その中で私が最も向き合うことが苦手だったことに向き合うこと
が必要になりました。それは「料理」です。以前、一時は「頑張っ
て」向き合っていた時期がありましたが、いつの間にか元に戻っ
ていました。特に一人の時は料理が面倒くさいから食べなかった
り、移動時間は車で簡単に食べられるものをコンビニで買って運
転しながら食べたり…。菌ちゃんげんきっこに頼って安心を得よ
うとする…。そんな偏食の生活が当たり前になっていました。
主人にも「今日は昼はちゃんと食べた？」とよく聞かれていまし
た。そんな中、コロナがやってきました。神様から与えられた自
己免疫を回復し、備えていくことの重大さにようやく再び目が覚
めました。それから間もなく急性腸炎になり、動けなくなりまし
た。今までの不摂生の結果、免疫が弱くなっているのだと直感し
ました。そして何とその翌日は菌ちゃん先生の講演会が教会で用
意されていました。神様はもう一度私に回復と備えのチャンスを
与えて下さったのだと感じました。その時から料理にもう一度真
摯に向き合い始めました。気がつくと…面倒くさかった料理がい
つの間にか喜びに変わっていました。また、1/10 は神様に、
1/10 は備えに、1/10 は助けを必要としている方々のためにとい
うメッセージも合わさって、毎食食べられることがどれだけ感謝
なことかを感じるようになり、食材を料理しないで余らせて捨て
るということが本当になくなりました。そして、私が頑張りでは
なく喜んで料理する心は主人の心にも変化をもたらしていること
に神様は気づかせて下さいました。私が向き合き合うことを避け
てきたことの中に大きな祝福の宝が隠されていたのだと感じまし
た。神様が向き合うように語って下さることは私自身が喜びを回
復し、幸せになるためであり、その喜びは周りにも流れていくの
だということを改めて体験しています。神様は本当に良いお方。
語って下さることに心を頑なにしないで素直に従っていきたいで
す。

　　　Ⅱ歴代20～ 26　水 23金 25

「神様は本当に良いお方」
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その中で私が最も向き合うことが苦手だったことに向き合うこと
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流郷智子

　　

（ ２０２０年５月３１日 ）
（要約者：藤原友規子）

黙示録　福澤師

　今週も引き続きⅡ歴代誌 (20 章～ 26 章 ) を読み進めていき
ましょう。今週の箇所は7人の王の記事が出てきます。ヨシャ
パテ王は失敗がありましたが、主が共にあった書かれた通り、
主に拠り頼む治世を保ちました。次のヨラム王から南ユダ王
国が乱れていきましたが、祭司達の働きに私は目を惹かれま
した。2度、「王は祭司〇〇が生きている間は主の目にかなう
事を行った」という記事が出てきます。ヨアシュ王は 7歳と
いう若さで即位したという事もあり、後見人でもあった祭司
エホヤダが大きな影響を与えていました。ヨアシュは自己顕
示欲を感じるやり取りもありましたが、荒廃していた神殿の
修復を行いました。しかし祭司エホヤダの死後、ユダのつか
さたちの影響を受け偶像礼拝の罪に陥り、病気を患った上に
殺されてしまいました。そしてウジヤ王も、Ⅱ歴 26:5 に記さ
れている通りゼカリヤの生きている間は神を求めて栄えるこ
とが出来ました。政治的権力を手に入れた高ぶりから、祭司
にしか許されていない「主へ香をたく」という事を行ったた
め主が彼を打ち、死ぬ日までツァラアトに冒されました。列
王記、歴代誌では、しばしばダビデに免じてという記事を目
にします。そして、私たちはイエス・キリストによって罪許
されたものですが、罪の性質をも持っている者ですから、そ
れに流されないように、いつも主の御心は何か聞き求めて歩
まなければならないと思わされます。

牧　一穂　牧師
牧唯恵伝道師

日名洋
富岡美千男

　１日　ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｷｻﾝｶﾞﾗ
　３日　牧三貴子
　６日　牧　唯恵
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１０日　金光包子
１４日　近藤大嗣
１７日　酒井弘志
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             　鈴木結仁
２９日　流郷智子
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２６日　楠田富恵
２７日　堀川由美 　
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　昔、電話をつなぐには電話交換手が必要でした。ある
電話交換手の女性が退職を迎えることになりました。退
職の日に気がかりがありました。毎日 11 時 55 分に時
間を確認する男性から電話がかかってくることでした。
退職の日、いつもの時間に電話があり、電話交換手の女
性は男性に今日で退職することを告げました。その男性
は 12 時にサイレンを鳴らす仕事をしていたので、自分
の時計が合っているか確認していたことを最後の日に知
りました。
現在は GPS の原子時計により正確な時間を知ることが
できますが、昔は時計はずれるものでした。電話交換手
の女性はサイレンの音を頼りに時計を合わせ、男性は女
性の時計を頼りにサイレンを鳴らしていました。両者が
正しいと信じている情報がずれている時、頼っているも
のが確かでない時、人はずれてしまうことを例えていま
す。

この質問に多くの人は、相手が何を求めているかを考え
て答えるのではないでしょうか。その時に答えのもとに
なるのが、職業や資格、できることや興味のあること、
つまり自分の「持っているもの」ではないでしょうか。

『ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に上って
行った。すると、生まれつき足のなえた人が運ばれて来
た。この男は、宮に入る人たちから施しを求めるために、
毎日『美しの門』という名の宮の門においてもらってい
た。ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施し
を求めた。ペテロは、ヨハネとともに、その男を見つめて、
『私たちを見なさい』と言った。』（使徒 3:1 ～ 4）
エルサレムの巡礼の地、美しの門には物乞いの人が今で
もいます。貧しい人に施しを与えることは良いことであ
るように見えます。以前フィリピンに行った際、貧しい
子ども達が物を売りに近づいてきたことがあります。か
わいそうに思い、買ってあげようと思った時、現地の人
に止められました。「彼らに渡したお金は彼らのために
はならない。その施しは彼らを救うことにはならない。」
対処療法では人を救えないことを知りました。

生まれつき歩けないこの男性の願いは本当にお金や物
だったのでしょうか。「するとペテロは、『金銀は私には
ない。しかし、私にあるものを上げよう。ナザレのイエス・
キリストの名によって歩きなさい』と言って、彼の右手
を取って立たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶし
が強くなり、おどり上がってまっすぐに立ち、歩き出し
た。そして歩いたり、はねたりしながら、神を賛美しつつ、
ふたりといっしょに宮に入って行った。」（使徒 3:6-8）
足のなえた男は願いを諦めていたのです。
靴を願った男の子のストーリーが紹介されました。貧し
く、靴が破れた男の子が公園で出会ったのは、きれいな
服を着て、いい靴を履いた男の子。貧しい少年は「彼の
ようになりたい」と目を閉じて強く願います。目を開け
ると、願いが叶えられていました。願いが叶えられ、破
れていない靴を手に入れた貧しい少年が知ったのは、裕
福に見えた少年が歩けないということ。自らが持ってい

るものを知らなかった彼は失ってはじめて、持ってい
たものの素晴らしさを知りました。

また、結果与えられるものを願うこともあります。例
えば 1 年の豊富を尋ねると「健康」と答えるにも関わ
らず、毎日カップラーメンを食べる人がいたとします。
この方の願いはカップラーメンを食べなくても満たさ
れること、健康は結果得られるものではないでしょう
か。願いが「幸せ」と答える方も同じ。存在意義を理解し、
使命を果たすので必要とされ、皆が感謝する。結果、
私の心にある「幸せ」という価値が引き上げられるの
です。願いがずれていると、結果得られるものは得ら
れません。

ついていくと約束したのに裏切ったペテロ。ペテロは
自分がイエス様についていくと思っていました。ペテ
ロは牢でも死さえも覚悟していると自信満々にイエス
様に言っていました。でも、実際は逃げてイエス様を
知らないと3度も否定し、自分の無力さに絶望しました。
自分はもう何もできない、そんな資格はないと感じて
いたので、元の仕事に戻りまし　た。そこにイエス様
の方から近づいて、ペテロがもう一度立ち上がれるよ
うにしてくれたのです。ペテロがついて行っていたの
ではなく、イエス様が共にいて下さったのです。
私たちが持っているものの価値を知らなければ用いる
ことができません。水戸黄門が印籠を出したとき、価
値を知らなければ人には意味がないでしょう。例えば
高価で体にいいと言われるもの、価値を知らなければ
誰かからプレゼントされても正しく用いることができ
ないでしょう。例えば外国のお金、値打ちを知らなけ
れば持っていても使えないでしょう。
レーナマリアさんは生まれつき、両腕がなく、両足も
半分くらいしかありませんが、「私には手が肩まである」
言いました。クリスチャンが持っているのは、イエス
様が共にいることを信じること。すべて持っているも
のは神様が与えてくださった恵みと感謝できること。
そして、イエス様の名前によって祈れば、神様がよく
してくださる、奇跡も起こしてくださることを知って
いることです。

「まことに、まことにあなたに告げます。あなたは若かっ
た時には、自分で帯を締めて、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。」（ヨハネ 21:18）ペテ
ロのように、自らのために生きるのではなく、必要と
される所で、本当の救いを伝えたいと願います。多く
の人の願いが回復され、多くの人が生き方を変える奇
跡を信じます。
「そして、一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多
くの不思議としるしが行われた」（使徒 2:43）私たち
が願っているよりも大きな神様の祝福があることを信
じます。

「あなたのもてるもの！！」
　　　　　　　　　　　使徒3：1～10 

　　　

立てない男の願い 持っているものを誰かのために

金銀は私にはない

願いがずれている

あなたは誰ですか？と聞かれたら

電話交換手の女性

ペテロは持っているものを知った


