
　

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

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

来週の奉仕者
（６月２１日）

岩崎祥誉

行司伝道師
日名陽子
岡本享子
富岡牧
佐々木芽生
西嵜孝之
山本麻美
岩崎雅弘
岡本享子
泉水浩
佐々木亜弥

：
：
：
：
：
：
:
:
：
：
：
：
：

　ここ最近は TV等で新型コロナの話題でいっぱいでした。
クルーズ船から始まった新型コロナウイルスの怖さの報道は
連日扱われていました。自分では、すぐに収まるだろと思っ
ていました。でも日に日に増えていく感染者。いつの間にか
「強いウイルス」＋「凄いスピードで広がっている」を TVで
見て、心配になっている自分に気が付きました。ちゃんとし
た行動や対策を取っていれば大丈夫なのに。周囲の色々な情
報に翻弄され巻き込まれている自分がいました。しっかり神
様の声を聞いていれば、神様は決して悪い方向ではなくいい
方向に導いてくれる！と  。自分が思えるようになりました。
神様の声で自分を取り戻す事が出来ました。

岡山にも緊急事態宣言を受け、外出自粛要請が出てから教会
に集まれなくなった時に、
いつも毎週日曜日に教会に集まる事が出来なくなった時、自
分の今年の抱負 ( テーマ ) が当たり前のことを当たり前に思
わない !ということを忘れていたことを思い出しました。  み
んなで賛美したり、あの密の挨拶タイムや礼拝でのメッセー
ジを受けていた事がどんなに恵まれていたのか！に気が付か
されました。もう一回自分の今年のテーマをしっかり頭に入
れて１日１日を感謝して過ごして行きたいと思いました。       

ピリピ  ４章 ６ー７節
 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げ
る祈りと願いによって、あなたがたの願いごとを神に知って
いただきなさい。そうすれば、人のすべての考えにまさる神
の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあっ
て守ってくれます。

　　　Ⅱ歴代27～ 33　水 30金 32

「新型コロナの中の自分」
ここ最近は TV等で新型コロナの話題でいっぱいでした。
クルーズ船から始まった新型コロナウイルスの怖さの報道は
連日扱われていました。自分では、すぐに収まるだろと思っ

「新型コロナの中の自分」
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食 事
片 付 け
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早天祈祷会6：00~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

早天祈祷会6：00~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

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~
田植え体験10：00 ~県北祈祷会20：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

近藤大嗣

井野川瞳　鈴木結仁

泉水一護

泉水誠

岡本英樹

酒井弘志

河島晃太

　

日名創真　岩崎祥誉

楠田富恵

山崎風

中山英子 堀川由美　岡本直子牧　祐　日名聖也

流郷智子

村部直飛

　　

（ ２０２０年６月７日 ）
（要約者：日名陽子）

黙示録　福澤師

　今週も引き続きⅡ歴代誌 (27 章～ 33 章 ) を読んでいきま
しょう。今週の箇所は 5人の王がでてきます。Ⅱ列王記でも
主の目にかなう事を行ったとして評価されていたヒゼキヤの
事はⅡ列王記では 3章、Ⅱ歴代誌では 4章分にわたって書か
れています。しかしⅡ歴 32章の後半は、病を癒されたヒゼ
キヤは高ぶりを起こし、主の御怒りが下ったと記されており、
再びへりくだったためヒゼキヤの時代には主の怒りは臨まな
かったと書かれています。そしてヒゼキヤの後、その子マナ
セが王となり主の前に悪を行ったと記されています。彼は民
を惑わし、主が根絶やしにした異邦人よりもさらに悪いこと
を行わせたと、Ⅱ列、Ⅱ歴両方に書かれており、南ユダ最悪の
王とされています。しかしⅡ歴 33章後半、アッシリア配下
の将軍に捕えられバビロンに引いて行かれた際、主に悔い改
めへりくだったことが書かれています。ヒゼキヤを見ると、
罪の性質は私達の中にある為いつも神様に拠り頼んで歩まな
いといけない事がわかりますし、マナセを見ると、罪を犯し
ても悔い改めて神様に立ち返ることを待っていて下さるとい
う神様の愛がわかります。ダビデも罪を犯しましたが、素直
に悔い改めの祈りをすることで神様に愛されました。私達も
日々行動に出ずとも心の中で罪との葛藤があるかと思います。
罪を犯した者をそれでも愛そうとしてくださる神様の愛を感
じつつ祈りと共に読み進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
行司伝道師

全本みどり
山本洋子

　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
　８日　谷口則子
　９日　秋山耕平

１０日　金光包子
１４日　近藤大嗣
１７日　酒井弘志
　　　　藤本ちひろ
１９日　日名創真

１９日　岩崎祥誉
２２日　牧　祐
　　　　日名聖也
２３日　泉水　誠
２４日　河島晃太

２７日　岡本直子
２８日　井野川瞳
             　鈴木結仁
２９日　流郷智子
３０日　岡本英樹

２３日　泉水　誠
２４日　河島晃太
２５日　中山英子
２６日　楠田富恵
２７日　堀川由美 　

6 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

西嵜孝之

父の日礼拝

　昔私達の生活が影で働く黒子に支えられているとしたらどうで
しょうか。今幸せな環境で生活していますが、実は色々な人の努
力や英知で便利な生活が与えられ、出来上がったシステムの中で
当たり前に生活出来ているのです。もし、心の中でクラッシュが
起こって、本来届ける情報が間違って届いたらどうでしょうか。
そんなつもりで伝えたのではないのに、相手はそうは受けとって
くれていない誤解の中で、解決ができないまま疑心暗鬼のまま自
己防衛しながら生活しているのです。

アナニヤとサッピラ夫 婦が自分の土地を売って偽って代金を持っ
てきた話です。
私達日本人は世界の中でみれば 99 パーセントの人が持てない資
産を持ち、高水準の中で自由の権利を持って生きています。今回
のコロナの問題でも、日本は法律上ロックダウンは出来ず自分の
意思で自粛する事を要請されましたが、自粛は本来は自分で判断
する事なので不思議な事です。アナニヤとサッピラも自由の中で
生きていける事を知っていたのに、その自由を放棄してしまいま
した。私達も自分に与えられているものを間違って放棄している
かもしれません。それを確認したいと思います。

多くの人は思い違いをして、思い違いによって自らを欺いて生き
ています。大切な事は自分の力で生きているのではない事を知り、
私の背後で動いているものがあり、情報は正しいかどうかわから
ない事を知る事です。私達の心に入ってくる情報は心に惑わしを
与え、惑わしは迷いを与え、迷いを与えられた私達は、その惑わ
しによって思い違いをします。思い違いによって自らを守らなけ
ればならなくなった人間は欺きを行います。これが今回のアナニ
ヤとサッピラに起きてしまった悲劇です。彼らはバルナバが自分
の畑を売った代金を捧げて賞賛を受けている姿を見て、自分達も
人々からの賞賛を受けようとして捧げたのです。これは本当の願
いがあるのに、人の目線を気にして自分の立場を良くする為にす
る、私達の心に潜んでいる一番の誘惑です。目線がずれているの
です。もし、私達の生活水準が落ちたら、今のあなたの心や信仰
はどうなりますか。どんな境遇になっても満ち足りる事を知り、
富める事も貧しさも神が与えて下さる恵み = カリスである事を知
る事が大切です。恵みは物理的なものと比例しているとは限りま
せん。貧しさの中でこそ学べる恵みがあります .

①比較　
最高ランクの商品が買えないなら、必要な機能だけがある一番安
いランクが本当はお買い得ですが、プライドがある為に、一番下
は選べず真ん中のランクを選んでしまう心があります。商品にラ
ンクがあるのは安心する為です。自分に必要なものは何かを知っ
て、それを狙えばいいのです。自分の価値、役割を知らず、他者
と比較して優劣をつける為に選ぶのは愚かで悲劇です。人と比較
して優劣をつける事で自分の立ち位置に安心感を得ようとする生
き方に対して聖書は真逆のことを言っています。
②執着が私達を汚染している
植えられ、そこに種が落ちただけなのに、私達はそこがいいと思
う執着によって自らを失って行く怖さがあります。バルナバは執
着していませんでした。自分の持っているものを神に捧げたので
あって、人々に良い顔をしたのではありません。彼は多く用いられ、
慰めを与える者と言われました。
③執着はむさぼりに変わる。
むさぼりには、惜しむ心、誘惑があります。アナニヤは人々の賞
賛が欲しくて神様にではなく人に見せようとして捧げました。心
の中にむさぼりが住んでいます。これはニーズで、原語は悪魔に
近く、今は必要という言葉です。ニーズは本来私達が「寝る、食べる、
子孫繁栄」など安定し子孫を増やす為にある元々は良い欲です。
でも人間の欲は駄目といわれているものにまで進み、食べてはな
らない実を食べて、あなたの作った女が食べろと言ったという欺
きとなり、人類の全ての心をむさぼりによって失わせていったの
です。このアナニヤ事件は人間が抱えている一番の問題です。
④プライドを持ち、人の評価を気にする
欺きを抱えるとプライド持ち、人の評価を気にするので、自分を

守ろうとします。神様から評価されなくなったら、人からの評価
を気にします。聖書の中を見ると、正しく生きた人で最初に良い
評価を受けている人は少ないです。正しい事を行おうとすると悪
く言われます。善を行う為に悪を受けるなら喜べと聖書には書か
れています。サウル王も悔い改めず人々から評価されようとしま
した。これは私達の心の中にある不信と恐れという弱さの現れで
す。人からの評価を気にして、自分の居場所を少しでも沢山得よ
うとするのは、砂の上に立てる家と同じです。一時的な人からの
評価を得るのを辞めて、神様からの評価を得ようとしないといけ
ません。あなたは誰から評価を得ようとしていますか。

神様を裏切り、嘘を言い、人々に見せる為に何かをしても、見て
いるのは神様です。神様はごまかしてしまう私達の心を罰したい
のではなく、その偽りを取りたいと思っています。だから、人生
の中で色々な所を通り、与え取られる事を通して教えようとされ
ているのです。ペテロは生まれつき立てない人に対して、私に金
銀はないが立てと言いました。現実的に考えれば、生まれつき歩
けない人に立てというのは、ひどい事です。でも立たせました。
立つ前に力が与えられたのではなく、立ったときに力が与えられ
ました。信じて行なった時に変化が起きるのであって、それまで
は何も起きないのです。あなたが疑い不信を持って神様を欺き、
奪っているものがあるなら弱さを出せません。弱さを見せない事
は、見えている様で見えていない状態であり、死んでいる事です。
最強の武器は弱さを認める事です。今、豊かな人は執着がないか
気をつけて下さい。与えられる事も無い事も感謝な事です。あな
たの心を惑わす惑いに気をつけましょう。惑いに打ち勝つ為に大
切なのは弱さを認める事です。何かを持っておこうと思うからい
けないのです。自分はただの管なので、流せばいいのです。全て
は任されているものです。神様が撒けといわれている事に使いま
しょう。蒔かなくていい所に使うと、使い方によっては無くなっ
てしまうだけです。

あなたが何を見て行動しているか、私達の悪巧みも知って、それ
がなくなるように共に生きようとされるのが神様です。不要なも
のを聖絶しようとしているのです。同調して一緒に罪を犯すので
はなく、一緒に正しい道を選ぼうとするのが教会の共同体です。
人は弱く罪に誘惑されるので、友が必要なのです。自分の中の弱
さ、プライドを見つめて受け取る事が大切です。神様に愛されて
守られているという誇りは良いです。私を守るのは神様であり、
我が盾、我が砦と、神様を誇りとしたのでダビデは神様に愛され
ました。プライドを持って自分を守ろうとするなら、そのプライ
ドは貧弱ですが、神様の守りは盤石です。
いつも間違った事を選び、弱さを認めず、弱さを隠す為にプライ
ドを持ち、大きい者の様に装っていませんか。あなたが持ってい
る物は何の為に必要なのか、よく自らを見極めて下さい。あなた
が貧しさの中で早く学べば、次のステップに行って、今度は豊か
さの中にある正しさを学べます。でも貧しさの中で自分の必要に
生き、愚かになれば、いつまでもその貧しさはあなたを脅かし、
絶えず貪欲になるだけです。持たない者は持っているものまでも
取り上げられ失う、これが神様の秩序です。そして今任されてい
る私達は気を付けなければいけません。今、神様はあなたの持て
るものを削って生きよと言われています。世界が大変な時に、日
本も自分の為だけに生きる事は辞めなければいけません。１０分
の１は神の為に、１０分の１を将来の為に、１０分の１を傷んで
いる隣人の為に与えていける様に、今自分の生活を見直すのです。
何も失っていないのに、それを惜しいと思うのならあなたは執着
をそこに置いているのかもしれません。神様はあなたの執着や弱
さを理解して受け止めて、そこから抜け出せるように、あなたを
作り変えるために全てを投げ出し命をかけました。あなたは欺き
隠す事を辞めて、主よ私には弱さがあります。私はいつもこんな
失敗を繰り返して自分を守ろうとしていまいます。私からそれを
とって下さいと神様の前に出ましょう。一人になるのが怖いのに
相手を憎んでいませんか。今、考えを変えて、心を作り変えて下
さいと祈りましょう。

「Doubut疑い Deluslon欺き」
　　　　　　　　　　　使徒4：32～37　5；1～11 

　　　

自分の弱さを認める

根本的な解決をされる神様

アナニヤから学ぶ人生を惑わす誘惑

大きな恵みカリス・メガス　
大きな恐れホボス・メガス　神を恐れかしこむ

欺きの意味；惑わし　惑い、欺き、
迷い、妄想、思い違いに打ち勝つ


