
　

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

曽我佐知子

富岡喜千朗
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来週の奉仕者
（7月２６日）

行司伝道師

日名洋
富岡牧
西嵜孝之
岡本享子
辻総一郎　　　　　　　
永井千愛
山本麻美
日名陽子
泉水浩
浅野恵子
岩崎まり子
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　　3月、4月、5月は、コロナ禍の中、仕事も生活も一変
してしまいました。日本中、世界中が感染の恐れにみまわ
れました。そんな中、私をコロナの恐怖から助けてくれた
のは、神様の約束のみことばでした。毎日、詩編９１篇「い
と高き方の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る。私は主
に申し上げよう。『わが避け所、わがとりで、私の信頼す
る神。』と。主は狩人のわなから、恐ろしい疫病から、あ
なたを救い出されるからである。」を大きな声で宣言して
一日を始めると、何だか神の武具でおおわれたような気持
ちになりました。
しかし、自分は大丈夫と思っても、周りの人たちは一人一
人違った感覚と考えをもっているので、仕事などに関して
は、慎重な対応が必要でした。例年やっている行事の一つ
一つをするか、しないか、するならどのような対策をする
か・・・決断を迫られ、新しいチャレンジが当えられる毎
日でした。そのような時、「準備する」こと、「最善の判断
と決断」を教会で教えられ、何とか過ぎ越すことができま
した。神様の守りを心から感謝します。
また、今年自分に与えられたみことばである、マルコ 16
章 15 ～ 18 節も毎日宣言しています。
特に、「すべての造られたもの（英語では all creation）に
福音を宣べ伝えなさい。」とあるように、どういう経緯で
発生したかもよく分からないコロナウイルスも神様のみ手
の中にあって造られたものなので、コロナに対しても「コ
ロナよ終息せよ。全世界の被造物と調和して、主をほめた
たよ」と地の管理者として祈れることを感謝します。
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しまいました。日本中、世界中が感染の恐れにみまわ
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（ ２０２０年７月１２日 ）
（要約者：澤口建樹）

サラン合同礼拝

誕生者のお祝い 黙示録　福澤師

　今週もエステル記 (3章～9章 )を読み進めていきましょう。
エズラ記、ネヘミヤ記は捕囚の地から帰還した人々の事が記
されていました。そして、エステル記は捕囚された地に残っ
た人々の事が記されています。王宮で働いていたモルデカイ
は、王の命により昇進し王に次ぐ国の第一人者となったハマ
ンに膝をかがめませんでした。ペルシャ人は支配者たちを神
の化身と見なしていた為、偶像礼拝になると考えハマンに頭
を下げることを拒みました。その事に憤慨したハマンはモル
デカイだけでなく、ユダヤ人を根絶やしにする計画をし、王
に取り入り法令を出させました。この事を知ったモルデカイ
は、神の摂理により王妃となった従姉妹のエステルに「ユダ
ヤ人の為に王に憐れみを求めて欲しい」と頼みました。この
国では、たとえ王妃であろうと王に呼ばれてもいないのに王
の前に出ることは死刑に値するという法令があったため、エ
ステルも死を覚悟し神に結果を委ね王の前に出ました。結果
モルデカイとエステルの信仰と従順が、ユダヤ人を根絶やし
にしようとする法令から守られます。神様に従順であったモ
ルデカイは王にも従順に仕えていた功績が王の目に留まる奇
跡、そして死をも覚悟して神様の導きに委ねたエステルの従
順が記されています。神様に従順に従った人たちの歩みを見
ながら読み進めていきましょう。

福澤牧人牧師
各セル奉仕者

各セル奉仕者
各セル奉仕者

　１日　實金由香利
　５日　泉水一護
　６日　村部直飛
１０日　山崎　風
１２日　中島好正

１２日　富岡凱千
１４日　中村　哲
１５日　ﾌｨﾘｯﾌﾟｱﾗﾊｲﾘｹﾞﾝ
１７日　岡本享子
１７日　曽我悠真

１８日　楢村明子
２１日　平山幸代
２３日　亀澤佐代子
２４日　西山秀平
２５日　曽我佐知子

２５日　真砂香和
２５日　神達良子
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サンデーキッズお泊り会

　　ユースキャンプ

　

国王によって政策がコロコロ変わる独裁国家がありました。この人の
問題点は、その時のニュースやリーダーの言葉に振り回されて、その
事を考察せずに言われた事を鵜呑みにして行動していることです。本
当に大切なことはどんなリーダーがどんな事を言おうとも、先を考え
てどうなっていくのかを考える知恵なのです。私たちはその知恵をす
でに聖書から得ています。状況がどう変わろうとも、あなたはその場
その場において、必要な事を必要な時に行うことができるのです。
そこで大切なことは、その人の特性を生かした乗り越え方です。
「Bridge」というアニメ動画が紹介されました。吊り橋を動物達が渡
ろうとしますが、大きな動物同士ではすれ違えない幅の吊り橋です。
吊り橋の中間付近で最初に出くわしたのは熊とトナカイ。どちらも大
きいのですれ違えません。お互いに「お前がよけろ！」と喧嘩をはじ
めます。すると、熊の後ろから今度はアライグマ。トナカイの後ろか
らはウサギが渡ってきます。徐々に譲れない思いは喧嘩に発展しまし
た。その結果、熊はアライグマを叩いて吊り橋の外に排除し、トナカ
イもウサギを排除しました。理不尽に排除されたアライグマは得意な
手先の器用さ、ウサギは備わっている前歯を使って吊り橋の片方の縄
を切ってしまいます。
熊とトナカイは…吊り橋の下に真っ逆さま。片方が切れた吊り橋の小
さな側面を今度はアライグマとウサギが渡ります。そして中間付近で
お互いが出くわします。しばらくお互いジーッと見つめ合い、考えま
す。そして…アライグマが小さくかがむと、ウサギは「そっか！」と
自分の得意なジャンプ力を使ってアライグマを飛び越えました。そし
て、お互いに感謝し喜び合い、無事に吊り橋を渡っていきました。ア
ライグマとウサギは自分の役割と相手の役割がわかっていたので、力
を合わせることができたのです。
私達もお互いの役割を理解することが必要です。そして、そのために
はまず自分の役割を理解することが必要です。なぜなら、理解してい
ないと、自分の役割でない相手の役割を見た時に、比較や劣等感が出
てくるからです。「あの人はあんなことができていいな。私は無理。
できない。私は駄目だなぁ…。」といった思いが出てきて、本来の素
晴らしい役割から視線がどんどん逸れていくのです。
　

使徒行伝で言いたいことは「目から鱗」という、全ての人が自分が正
しいと思って行動していたが、そうではなかったということです。使
徒のこの個所を見る時に、みんな自分の考えが正しいと思っていたこ
とが良くわかります。しかし神様の計画は「どの国の人であっても、
神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。」
ということでした。全ての人にウロコがある事がわかります。ウロコ
は変わることがない深い根です。ウロコの目を持った人はだれか？そ
れは私たち自身です。相手の為にルールを使うとは、相手の役割を知
ること。その為には自分の役割を知る事。自分の役割を理解している
と神が備えて下さる備えに気づくことができます。ペテロの役割はユ
ダヤ人宣教ではなく異邦人宣教でした。神の救いの計画は「選民」→「異
邦人」→「選民」です。これは神の偏りではなく神の計画です。ウロコ
によって私たちは思い違いをしていることが往々にしてあります。自
分の為にしている事は覚えていないが人にしたことはよく覚えてい
る。自分中心で生活していると見るべきもの気付くべきものが分から
なくなります。自分の嫌なところは見ない事にしていると人に指を指
してしまう。これは偽善者です。自分が中心であることを知らなけれ
ばなりません。今自分に与えられているものを自分のものだと思って
いませんか？正義というのは、正しいルールが行える人ではなくて、
我の上に神様を置いて正しく生きよう、愛そうとすることを願う人で
す。これがすべての戒めの中心にあります。

割礼を受けた人々が神様に選ばれたのは異邦人であると知った時、イ
エスキリストを裁いた方法と同じ方法でペテロを裁きました。今も私
たちは当時パリサイ人が行なった同じ方法で人々を排除し続けていま
す。自分の思う通りにならないことで、相手を排除してしまうのです。
でも実は排除したい人は自分なのかもしれません。自分の汚い状況が
愛せない私たちはルールを守ることによって自分の存在意義を見出そ
うとします。だから自分がやれていることが自分の鎧なのです。その
結果、自分が定めたルールが行えない人を排除してしまうのです。私
たちはそれぞれの違いを受け入れればその役割が理解できますが、理
解できていない理由は、自分の役割を知らないからです。いつの時代
も、この自己中心という思いは人々を排除し続けこれからも戦争を起

こし続け、結果、自分も死ぬのです。ルールは自分のためではなくて
相手のためにあるのです。相手を守るためのルールは自分の役割を知
るということなのです。神様はあなたに必要なものを必ず下さいます。
しかし、大切なことはそれを見つけるかどうかで、自分が今日何をす
るかわかっていない人は、その時々にあなたに必要なアドバイスが与
えられたとしても、それはいらないと思ってしまうのです。私たちは
自分の役割を理解しなくてはいけない。勘違いしていることが多く、
人を裁いているのです。

自分のものを保つ思いというものが出てきます。私たちはよくよく考
えてみると自分の嫌なところを見せないために、自分の嫌なところに
は鎧を着せて、自分の嫌なところと同じ相手の嫌なところが見えてし
まい、相手に指をさすことで自分を見ないように生きているかもしれ
ません。大切なことは自分が中心であることを知らなければいけない
ということです。自分が人に指をさせるような状況にはない、いつも
自分のものだと思って生きていないか。といことです。今あなたの目
の前で大きな問題が起こった時、あなたは自分を守るために行動に出
たのか、神様があなたにせよと言ったことのために行動したのかをよ
く考えないといけません。
＜マタイ 8:19-22＞ 今は暖かい布団と枕があって快適に過ごせてい
ますが、もし、そのまくらやベットが取られてもその人について行き
ますか。いや、私には最低限必要なものは必要ですからと言いますか。
私たちもよく「祈ります」と使います。結局私たちはどちらも自分中
心で、何かこの鱗のような執着を持って生きています。あなたは今、
何に執着していますか。今、神様はあなたの執着を取るためにこのよ
うな状況に置かれているのではないでしょうか。そのような時に気を
つけなければなりません。生きているようで死んでいる人を黙示録３
章では、「そして死にかけている他の人たちを力づけなさい」と、書
いてあるように、死んでいる人とは自己中心な人と言われています。

イエス様はあなたに問いかけてきます。私たちは必ず嫌なことをやれ
と言われた時、「嫌だ」という言葉が出てきますが、何がやりたくな
いのかを、よく考えなければなりません。あなたが嫌だと思うことは、
どうでも良い理由によってやらない方向に持って行くのです。もし、
あなたが自己防衛によって神様を職権乱用しているのであれば非常に
危険です。この弟子たちは、失敗したけれどペテロはちゃんと説明し
て納得させ、神は彼ら異邦人をお選びになったこと、神は偏らないの
だと納得したのです。この様に言葉の動機を見極めてください。神様
の目線なのかそれともあなたは何かを排除したくて決断しているのか
をよく見てください。

「神は偏らない　鱗の目を持った人はだれか？」
　　　　　　　　　　　使徒１０：２４　１１：１～１８ 

　　　

全ての人にウロコがある（使徒10:34,11:1-8）

目から鱗の割礼を受けた人の生き方

自分のものを保つ思い

大切なこと

問いかけに聞く　言葉の動機を見極める 
神様の目線 対 排除目線

さいごに
　クリスチャンは公正ではありません。自分が公正ではない事を
神に悔い改めることから神との関係が始まります。しかし、私た
ちはその前に人を指さし裁いてしまいます。死に至るまで忠実で
ありますように。神は与え、神はとられる。しかし、決断するの
は自分です。
『わたしは悪者の死を喜ぶだろうか。──神である主の御告げ──
彼がその態度を悔い改めて、生きることを喜ばないだろうか。し
かし、正しい人が、正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者が
するようなあらゆる忌みきらうべきことをするなら、彼は生きら
れるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不
信の逆らいと、犯した罪のために、死ななければならない。あな
たがたは、『主の態度は公正でない』と言っている。さあ、聞け。
イスラエルの家よ。わたしの態度は公正でないのか。公正でない
のはあなたがたの態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行
いから遠ざかり、不正をし、そのために死ぬなら、彼は自分の行っ
た不正によって死ぬ。しかし、悪者でも、自分がしている悪事を
やめ、公義と正義とを行うなら、彼は自分のいのちを生かす。 彼
は反省して、自分のすべてのそむきの罪を悔い改めたのだから、
彼は必ず生き、死ぬことはない。それでも、イスラエルの家は、『主
の態度は公正でない』と言う。イスラエルの家よ。わたしの態度
は公正でないのか。公正でないのはあなたがたの態度ではないの
か。（エゼ 18:23~29）この御言葉を自分自身にいつも問いかけて
歩みましょう！
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セル祈祷会
平澤初実


