
　

TESTIMONYTESTIMONY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

淺野愛可
那須陽子

佐藤仁実

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

来週の奉仕者
（８月３０日）

西嵜芳栄

全本みどり
西山秀平
富岡美千男
辻総一郎
佐々木亜弥　　　　　　　
眞砂永一
山本麻美
牧唯恵伝道師
岡本享子
澤口明子
泉水浩
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　私学生時代から、よく自分は誰か？何者か？と思い巡らし
ていました。今でも時々思います。名前、住所、親の素性、学生、
会社員、妻、母という位置づけ、趣味、身体的特徴や数値、
大切にしているもの、好き嫌い、友人、癖、長所短所等々を
あげてみますが、それでは納得がいきません。
　では身体を削ぎ落としていきます。（極端な表現をお許し
下さい）指・手・腕・足・目・耳・鼻・髪そして各種の感覚
や機能・能力どんどん切り落としていきます。内臓等も切除
し脳も機能停止します。するとそこには社会的役割など失わ
れた者がいます。そこに残る私は横たわるダルマのようです。
会話も　意思の疎通もできない唯の物体です。しかし私の霊
はイエス様を信じ受け入れ父なる神様と和解した者です。神
の子らの一人で私をつくられた方に愛されている者なので
す。そこに私のアイデンティティがあります。他者から見た
ら生きているのか死んでいるのかもわからないような者です
が私の霊は燃えています。
そのようにして一番深い所のアイデンティティに行き着いた
ら私は深い満足感を得ます。ハレルヤ、主をほめたたえます。
『私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられ
ますように。神はキリストにおいて、天にあるすべての霊的
祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、
神は私たちを世界の基の置かれる前からキリストのうちに選
び、御前できよく、傷のない者にしようとされました。神は、
ただみこころのままに、私たちをイエス・キリストによって
ご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられ
たのです。それは、神がその愛する方によって私たちに与え
てくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるためです。私
たちは、この御子のうちにあって、御子の血による贖い、す
なわち罪の赦しを受けているのです。これは神の豊かな恵み
によることです。』エペソ人への手紙 (1:3-6)

　ヨブ２8～34　水 31金 33

「私は誰？」
生時代から、よく自分は誰か？何者か？と思
た。今でも時々思います。名前、住所、親の素性
妻、母という位置づけ、趣味、身体的特徴や

「私は誰？」

司 　 　 会

代 表 祈 祷
献 　 　 金

準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）

：
：
：

聖 日 準 備
（ 消 毒 ）
食 事
ＳＫ前消毒

Ｅ　 ﾌｧﾐﾘ-
  

 各　ﾌｧﾐﾘｰ
　　

Ｃ　ﾌｧﾐﾘｰ
　　　　　

早天祈祷会6：00~

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~

早天祈祷会6：00~ ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

　　　　　

牧希穂乃

　

丸井克己

青木容子

小林茂

鈴木由美子

富岡千秋　富岡牧

　　

（ ２０２０年８月１６日 ）
（要約者：岩崎　祥誉）

誕生者のお祝い

　野外体験活動

黙示録　福澤師

　今週もヨブ記 (28 章～ 34 章 ) を読み進めていきます。ヨブの
長い弁論の  後、4人目の友人エリフが出てきます。一番若かっ
たエリフはヨブと友人 3人の年長者に遠慮し、発言を控え静かに
4人の話を聞いていました。しかし、ヨブが自分自身が神よりも
義であるような発言と、友人 3人揃って「ヨブに罪がある」とし
ておきながら、ヨブを立ち返らせる事もできず、言い返す言葉も
出なくなったことに怒りを覚え発言し始めました。
始めは一見、３人の友人よりも的を得たように聞こえます。しか
しエリフのヨブに対する断罪、非難はさらにひどくなっていきま
す。神が罰しないのはなぜか、とまで言っています。この後エリ
フは、神の偉大さについて語ります。エリフの弁論は 37章まで
続いていきます。その間に、天候が怪しくなっていきます。彼は
その天気を言及しながら神の偉大さについて語っていきますが、
実は神ご自身が近づいておられたのでした。38章から神ご自身
のヨブへの語りかけが始まります。エリフの言葉には、正しいこ
とがたくさんありました。的を射ているところがたくさんありま
した。しかし、彼もまた、ヨブや友人と同じように、すべてのこ
とについて知らされていません。けれども、議論をしているなか
で、自分はすべてのことを知っているかのように話していきます。
そして、今起こっていることについて、誤った結論を出しました。
38章の出だしで神は「摂理を暗くするこの者はだれか。」と語ら
れます。神不在の議論は「摂理を暗くする」とも言えるでしょう。
エリフの弁論を吟味するような読み方ではなく、神が真理である
こと、38章からの神の語り掛けに期待しつつ今週の箇所を読み
進めましょう。

牧　一穂　牧師
和田力

牧唯恵伝道師
佐々木亜弥
藤原友規子

　１日　名越裕晃
　６日　澤口建太
　　　　平澤初実
　　　　横山淳平
　７日　秦泉寺朗子

　９日　高橋司
１３日　曽我郁斗
１４日　西嵜真由美
　　　　富岡喜千朗
１５日　富岡陽子

１６日　松田沙和奈
２０日　澤口来海
２１日　西嵜璃愛
２２日　濱田竜司
　　　　山本淳平

２２日　平澤一浩
２５日　岡本爽
２９日　鈴木由美子

　

８月の誕生者
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藤原祐子　

　今、イギリスには「孤独担当省」というものがありますが知って
いますか？孤独によって鬱になったり、自殺したりする人がたくさ
ん出ていて、その鬱をいかに戻すかを考えたり、そこから引き起こ
されるテロの対策などを行っているのです。また、昔、原発事故が
起こった、チェルノブイリでの事です。事故によって人々はその地
を離れましたが、何年か経ってもう一度その地に帰ってきたお年寄
りのほうが、帰らずにその場所を離れてしまった人より長生きして
いるという結果が出ているのです。その理由として彼女らはすごく
助け合い、関係を保っており、その中でそれぞれが、自分の存在意
義を見出して生きていました。環境のバランスは悪いが、そのアン
バランスを補うほど、この「コミュニティー」が彼女らを支えている。
それが長生きの理由ではという説もあるほどです。これらのことか
ら何が言えるのでしょうか。それは「バランス」と「コミュニティー」
です。私たちはいつも「バランス」を欠いて失敗をします。だから
神様は人が罪を犯してバランスを欠いたとき、憎しみあった人間に
愛し合い協力する方法を与えました。それが「コミュニティー」です。
コミュニティーとは私たちの「体」に例えることができ、それぞれ
の器官がそれぞれの存在価値を知って、他人を自分よりも優れた存
在だと思うところです。つまり、私たちは一人一人全く違いますが、
コミュニティーというのはこの違いが理解されて役割を知る場所な
のです。私たちがバランスを崩すのはいつも生活です。「豊かさ」
が私たちをアンバランスにするのです。

「この後、わたしは帰って来て、倒れたダビデの幕屋を建て直す。
すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元どおりにする。」
（使１５：１６）これは弟子たちが第一次伝道旅行を終えた後の箇
所ですが、弟子たちが帰ってきて安定すると、もめごとが起こった
のです。
私たちの人生は「ミッション・インポッシブル」です。普通に考え
ると、ありえない、やりえない事をするから大変です。ミッション（や
るべきこと）をコンプリート（完成）するためには命がけです。と
ころが、不思議なことに、成しえないことは成しえ、成しえそうこ
とはわりと成らないのです。人生はできないことをやってみること
の連続です。そして大事なのは成し遂げた後、そこにあぐらをかか
ないことです。成し遂げた人が成し遂げ続け、次の人に継承される
のは、その人が次のことを成し遂げるからです。人は裏切られると
大概、もうその人とは関わろうとはしません。しかし、多くの物事
を成し遂げる人は、関わらないと決めた人と関わることで自分の成
すべきことを完成させていっているのです。だから何か終わった後
に気を付ける必要があります。「すごい」は危険です。それで終わっ
たと思うからです。ほとんどの物事は私たちが何かを成したら代償
がもらえるようになっています。でも最近は逆の人たちがいます。
その人たちは「何かを蒔いて刈り取る人生」ではなく「刈り取った
ら働く」という人生なのです。でもこれがうまくいくはずがありま
せん。義務を果たさず権利を行使するからです。だからコミュニ
ティーが大切なのです。コミュニティーではそれぞれが助け合わな
いとできません。だから神様は糧を得るために一人ではできないと
いう農業の仕組みを与えました。助け合わないとできないのですが、
今はそれが分業制です。こうやって分業して生きているのに、人が
「個人」になってしまったことが問題なのです。「わたし」には第三
者はいません。正しくは「わたしたち」なのです。だからといって、
同じ考えの人たちが集まっているのが本当のコミュニティーではあ
りません。わたしたちが今作っているコミュニティーの多くはこの
「同じ穴のむじな」なのが問題です。それではほとんどそこに「教育」
はありません。違う種類の人が集まるからよいのです。こうして「人
は人によって研がれる」方法を神様は選ばれたのです。
「見よ。兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんというしあ
わせ、なんという楽しさであろう。それは頭の上にそそがれたとう
とい油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れてその衣のえ
りにまで流れしたたる。 それはまたシオンの山々におりるヘルモン
の露にも似ている。【主】がそこにとこしえのいのちの祝福を命じ
られたからである。」（詩133：１～３）
ここでは、みんながコミュニティーを回復して集まっていると、争
いがなくなると言っています。散らされたイスラエルの民が 1 年に
1 度、都（エルサレム）に上って来る時の都上りの歌ですが、私た
ちがもう一度苦しい状況になったとしても、みながともに 1 つにな
るということをもう一度考えると、人生が水（いのちの源）で満た
されるということなのです。

家族が「自分が」と言い出すとコミュニティーが壊れます。そこに

は慣習（これまで手掛けてきた経験に基づいたもの）があるから
です。それがよいものならよいですが、多くのものが「今までやっ
てきたから」というものだからです。これは捨てなければいけま
せん。捨てたうえで、「愛のルール」が大切です。愛のルールとは
何でしょう。その人にとって大切だから伝わる・・・つまり「愛によっ
て」伝えるということです。本来、ルールは裁くためではなくガー
ドレール（こうなるためものもの）です。にもかかわらず、私たち
はこのルールを、人を裁くために使ってしまっています。そんな
ところはないですか？この愛に基づいてやったのが「イエス・キ
リスト」です。彼はガードレールから逸脱した人生を、ガードレー
ルの中に戻そうとしたのです。裁くためのルールがコミュニティー
に入ると壊れます。それがあなたの家庭に忍び寄っています。

だから「幕屋の回復」が必要です。幕屋の回復とはなんでしょう。「こ
の後、わたしは帰って来て、倒れたダビデの幕屋を建て直す。す
なわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元どおりにする。」（使
１５：１６）
ダビデがウリヤの妻であったバテシェバを奪うという大失敗をし
た後、自分のしたことを心から悔い改めました。そしてその後バ
テシェバから生まれたのがソロモン王でした。人間的に考えれば
「えぇ！？」と思うような理不尽なことですが、それでも神様は、
失敗を悔いたものに赦しを与えるというのが聖書のストーリーな
のです。
礼拝は宗教儀式ではありません。ダビデが裸で神様を賛美した姿、
まさにそれが礼拝です。失敗した時もうまくいった時も、彼は神
様の前に出て祈りました。そして彼は神様の前で人生のリハ（リ
ハーサルとリハビリ）をしたのです。みなさんには礼拝の場所が
ありますか？礼拝は自分のやりたいことをやりやすいようにやる
場所ではありません。礼拝は自分の現実とあるべき姿の違いを見
つける場です。私たちは普段本当の自分でない自分を演じていま
す。そんな私たちが、本当の自分のリハーサルに来て、本当の自
分に戻ろうとしているのです。だから礼拝は時として痛いでしょ
う。でもこれが私たちの「バランス」であり、自分の幕屋を回復す
る方法です。

「コミュニティーとルール」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使１５：1～１８

　　　

②外に向く力が求心力
 

第一次宣教旅行後の問題
①ミッション・インポッシブル＆コンプリート

③廃墟の幕屋・礼拝は人生のリハ
（リハーサル、リハビリ）

さいごに　
　アメリカの鉄鋼王のアンドリューカーネギーという人がいま
す。子どもの頃から彼は、コミュニティーの中で生活していま
した。その後、大変な時もありましたが、彼は鉄鋼の仕事で大
成功をしました。久しぶりの休暇で、スイスに行ったとき大き
な教会を訪れ、そこで一人の修道女からこの教会を建てた、あ
る大富豪の話を聞きます。人生に困ったことがなかった彼が、
一人娘を失ったことをきっかけに、自分の人生が実は何も残せ
ていないものだということに気付き、そこから変わったという
話を聞いて、カーネギーは自分も一緒だと感じたのです。そし
てそこから彼も生き方を変え、貧しい人にも学ばせてあげたい
という思いから、まず初めに彼は図書館を建てました。カーネ
ギーの、そういった思いは、その後、彼の子孫にも継承されて
いきます。
「どんなに財産を蓄えても、人が死ぬときには裸なのです」こ
れはその時の修道女が言った言葉です。彼女の部屋には何もあ
りませんでしたが、花がありました。でも彼らの部屋は逆でし
た。ものはたくさんありましたが、花はありません・・命がなかっ
たのです。このような話を聞いても、多くの人は「自分には関
係ない」と感じることができないかもしれません。でもカーネ
ギーはこのことから感じることができました。それは彼が「コ
ミュニティー」を知っていたからです。みなさんは感じること
ができますか？
今、私たちに与えられているコミュニティーとは、何でしょう。
教会です。私たちの家庭です。そしてあなたの家族は本当のコ
ミュニティーですか？あなたのために存在する道具になっては
いないですか？もし、家庭が自分のためだけに存在しているの
であれば、内向きになって内部分裂が起こります。だから今、
コミュニティーの回復が大切です。そして、あなたに与えられ
ているコミュニティーに人を招きましょう。ヘルモン山では朝
露でいろいろな生き物が生かされています。私たちが本当の自
分に帰り、与えられているものを正しく使って、このヘルモン
山の露のように、わたしたちにかかわる人々が生かされる、そ
んな歩みをしていきましょう。

　アメリカの鉄鋼王のアンドリューカーネギーという人がいま
す。子どもの頃から彼は、コミュニティーの中で生活していま
した。その後、大変な時もありましたが、彼は鉄鋼の仕事で大
成功をしました。久しぶりの休暇で、スイスに行ったとき大き
な教会を訪れ、そこで一人の修道女からこの教会を建てた、あ
る大富豪の話を聞きます。人生に困ったことがなかった彼が、
一人娘を失ったことをきっかけに、自分の人生が実は何も残せ
ていないものだということに気付き、そこから変わったという
話を聞いて、カーネギーは自分も一緒だと感じたのです。そし
てそこから彼も生き方を変え、貧しい人にも学ばせてあげたい
という思いから、まず初めに彼は図書館を建てました。カーネ
ギーの、そういった思いは、その後、彼の子孫にも継承されて
いきます。
「どんなに財産を蓄えても、人が死ぬときには裸なのです」こ
れはその時の修道女が言った言葉です。彼女の部屋には何もあ
りませんでしたが、花がありました。でも彼らの部屋は逆でし
た。ものはたくさんありましたが、花はありません・・命がなかっ
たのです。このような話を聞いても、多くの人は「自分には関
係ない」と感じることができないかもしれません。でもカーネ
ギーはこのことから感じることができました。それは彼が「コ
ミュニティー」を知っていたからです。みなさんは感じること
ができますか？
今、私たちに与えられているコミュニティーとは、何でしょう。
教会です。私たちの家庭です。そしてあなたの家族は本当のコ
ミュニティーですか？あなたのために存在する道具になっては
いないですか？もし、家庭が自分のためだけに存在しているの
であれば、内向きになって内部分裂が起こります。だから今、
コミュニティーの回復が大切です。そして、あなたに与えられ
ているコミュニティーに人を招きましょう。ヘルモン山では朝
露でいろいろな生き物が生かされています。私たちが本当の自
分に帰り、与えられているものを正しく使って、このヘルモン
山の露のように、わたしたちにかかわる人々が生かされる、そ
んな歩みをしていきましょう。

セル祈祷会

岡本爽

新開彩　村部稜太

藤原友規子

三戸悠暉　眞砂永一

岩崎晃輝　鈴木智子

小根久保麻由美


