
　

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

明石和也　日名幹雄
牧尉太

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

来週の奉仕者
（１０月１８日）

河島稜

西嵜芳栄
眞砂香和
髙橋奈津江
富岡牧
泉水浩　　　　　　
大宮東子
山本麻美
行司伝道師
澤口建樹
永井匡史
牧尉太
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　同居の義母は認知症です。ことばで言っただけでは、なかなか行
動できません。その中のひとつに「入浴」があります。最近はいつ
も義父が「お風呂に入りなさいよ。」と声をかけてくれますが、義
母は必ず理由をつけて入浴しようとしないのです。拒否されると義
父もだんだんきつい口調になってきます。
　以前は、私が、義母と話をしながら、入浴準備も一緒にして、お
風呂へ誘導していましたが、仕事から帰って、他にもいろいろする
ことがある中での義母のお世話は、段々と負担になってきました。
その時に家族で話し合いをしたわけでもなく、いつの間にか、今の
ように義父が入浴の声かけをしてくれるようになっていました。
　先日も「お風呂に入れ。」「入らない。」のバトルがくり広げられ
ていました。その時、ふと、「毎回こんなに拒否されて、おとうさ
んは相当ストレスを感じているんじゃないだろうか？」と義父がか
わいそうになってきました。そこで、夫にその旨を話し、夫に入浴
を頼んでみました。すると、その上手なこと！ことばだけで動かそ
うとせず、夫自身も一緒に動いて、義母はすんなりお風呂に入るこ
とができました！ステキ！
このことから、私は、私が全てすることが家族のためになるわけで
はないことに気づかされました。もちろん、私もやります。でも、
その前に、私は家族一人一人のことをよく見て気を配り、今回の義
父のように心が弱った者はいないか、夫のようにせっかく与えられ
ているよいものを生かせてない者はいないか見極めること、また、
家族一人一人の関係が壊れているならその架け橋になること。これ
が、私が神さまから任されたことなんだと感じました。でも具体的
にどうしたらいいのか私にはわかりません。私のやり方で突っ走っ
たら、また私自身が疲れ、家族にもよいものは流れません。神さま
に知恵を与えてくださいと祈りながら、みことばの確信を握って歩
んでいきたいです。
（使徒 20：28）あなたがたは自分自身と群れの全体とに気を配りな
さい。聖霊は、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧
させるために、あなたがたを群れの監督にお立てになったのです。

　詩篇36～ 42　水 39金 41

「義母の介護を通して思わされたこと」
同居の義母は認知症です。ことばで言っただけでは、なかなか行

動できません。その中のひとつに「入浴」があります。最近はいつ
も義父が「お風呂に入りなさいよ。」と声をかけてくれますが、義
母は必ず理由をつけて入浴しようとしな です。拒否されると義
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（ ２０２０年１０月４日 ）
（要約者：岡本英樹）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

黙示録　福澤師

19:00~ 特別夕拝

　今週も詩篇 (36 篇～ 42 篇 ) を読み進めていきましょう。詩
篇は全 150 篇を 5巻に分けられています。そして、今回の
41篇が 1巻の結びの詩篇となります。ダビデの生涯はイエス
の生涯の「型」となっています。ダビデが誕生した地はベツ
レヘム、イエスが誕生した地も同じくベツレヘムです。ダビ
デが王となったのは 30歳、イエスが公生涯に入られたのも
30歳です。そして、二人とも親しい関係にあった者からの裏
切りにあっています。この 41篇 5節で語られている「敵」
はダビデが息子アブシャロムのクーデターにあった際に見方
をし、議官も勤めていたアヒトフェルの事が書かれています。
アヒトフェルは、イエスを裏切る事になったイスカリオテの
ユダの「型」となり成就しています。イエスはイスカリオテ
のユダに裏切られることはご存じでしたが、41篇 6節に書か
れているようにダビデも裏切られることがわかっています。
主は正しい者を支え、守って下さるという確信はあったとし
ても自分の病床に見舞いに来てくれる見方であると思ってい
た人間に裏切られる事がわかってしまうというのはどのよう
な気持ちだったのでしょうか？「花で息をする人間をたより
にするな」とイザヤ書にありますが、11節～ 13節を通して
ダビデの神様への信頼、「頼れるものは神様しかない」という
事がさらに強くされた詩に感じます。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉

全本みどり
辻総一郎
楢村明子

　２日　曽我一裕
　　　　岡本絆
　 7 日　野上裕美子
　９日　河島弘子
１１日　石原奈々絵

　１１日　石坂美緒
    １２日　北殿雅一
　　　　　淺野省吾
　１４日　高橋未衣
　１６日　池田優香
　

１９日　横山栄子
１９日　岩崎優輝
２３日　佐々木結心郎
２５日　西嵜孝之
２６日　藤原柑奈

２７日　原田安祐美
２９日　明石和也
　　　　日名幹雄
　　　　牧尉太
３０日　渡辺和香子 　

10 月の誕生者
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農業体験（稲刈り）

 

パウロの宣教旅行からも見受けられるようにパウロの人生は、試練
と苦しみの連続でした。特にパウロは自分の、過去の失敗がパウロ
自身の苦しみでした。そしてパウロは今後自分がどのような道のり
を辿っていくのかを理解していました。そこでパウロは、弟子たち
に「神様の恵みと、御言葉にあなたがたを委ねる」と伝え、自分は
神ではない。自分が伝えた言葉で、人々が生かされるなんて思わな
い。そう繰り返し弟子たちに伝え続けます。その様な中、医師であ
りこの使徒の働きの著者でもあるルカは「あなたの中にイエスキリ
ストを見た、だから人々は、あなたの言葉からイエスキリストを感
じる」と伝えパウロが今まで語ってきたこと、パウロの体験を手紙
にするように説得しました。私たちクリスチャンの生き方は、これ
につきます。私たちは何もできません。しかし私たちが、過去に起
こした失敗、痛み、様々な苦しみをイエス様の方法で乗り越えてい
く時にその姿を通して回りの人はイエスキリストをみるのです。

ゴルフボールにはデコボコがついています。このデコボコは一つ一
つの大きさが違います。それはゴルフボールが飛びすぎない為なの
です。これは一見逆行しているように見えますが、とても理にかなっ
ています。もしデコボコでなくツルツルのボールだと、空気抵抗が
出来て大きな渦が出来るので、ボールが蛇行してします。空気抵抗
を考えて、ボールにディップル（デコボコ）を作っています。そう
することでボールは真っすぐ飛びます。私達の人生も、すべてが完
璧で幸せな人はいません。色んな痛みや問題を通って傷つき苦しみ、
今日まできました。そのおかげで私達に、ディップルができました。
このディップルが大切です。パウロの人生もデコボコでした。しか
し、彼はそのディップルを神様に従って生きる決断をし実行するこ
とで多くの人にイエスキリストを表して行ったのです。パウロは各
地に同労者を得ます。試練は本当の友達を与えます。そして試練の
中で本物を見出し、それは真理を見出すことに繋がります。パウロ
は過去の失敗という試練の中で真理を見出していきます。私達の人
生がまずければまずいほど、イエスキリストが十字架にかかったの
かという事が良くわかります。試練は、私達に大きな力を与えてく
れます。

21:11 彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手
と両足を縛って、「『この帯の持ち主は、エルサレムでユダヤ人に、
こんなふうに縛られ、異邦人の手に渡される』と聖霊がお告げになっ
ています」と言った。 21:12 私たちはこれを聞いて、土地の人たち
といっしょになって、パウロに、エルサレムには上らないよう頼ん
だ。 21:13 するとパウロは、「あなたがたは、泣いたり、私の心を
くじいたりして、いったい何をしているのですか。私は、主イエス
の御名のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬ
ことさえも覚悟しています」と答えた。
 エルサレムは、異邦人の地ではありません。パウロはこの聖霊の
み告げを受けてこれはエルサレムで終わりではないと分かりいま
す。そしてこれから異邦人の地へ売られて行く事を理解します。し
かし弟子たちは、パウロを引き止めます。私達も聖霊に語られた時、
せっかく聞いているのに誤った決断をしてしまう事があります。そ
こでパウロのしていた事は、備えなでした。彼が備えたことを見て
行きましょう。使徒 21 章２０節～の記事をみると正しい事をして
たパウロをユダヤ人たちが追いかけてきて違法な手段で裁こうとし
ます。この時パウロは、ステファノを思いかえします。パウロは、
人生の中でイエスキリストに対する迫害と、自分がやってきた道を
このエルサレムでもう一度通ることを思います。負の遺産を自分が
ここで塗り替える決断をしていきます。クこれがリスチャンの生き
方です。パウロは自ら蒔いた間違った種を自らの生き方によって全
て、違うものに書き換えようとしたのです。ここから私達も学ぶの
です。私達が過去どんな失敗をしてもいいのです。しかし過去に犯
してきた誤った決断を塗り替え、真逆の方法を選んでいくのです。
悔い改めとは過去の誤った生き方の向きを１８０度変えるという事
です。もし悔い改めによる赦しがないのならキリストが十字架に掛
かった意味は全く無駄になります。イエスキリストは、私達のため
に、過去の全ての過ちと、傷ついた痛みを取り去る為に、十字架に
向かいました。だから私たちは生き方を変える決断をすることがで
きます。パウロも苦難と暴言と侮辱と雪辱に耐えながら、そして自
分の心と戦いながら、なんとか過去に生きた道とは、反対の道を生
きようと努力します。イエスキリストを裏切り続けたパウロがイエ
スキリストに従う姿を、ルカは詳細に使徒の働きに書き記したので
す。まさにパウロがこれから通る道のりはイエスキリストが通った
道十字架の道のようであります。

３０節・そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕
らえ、宮の外へ引きずり出した。そして、ただちに宮の門が閉じ
られた。
彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に
陥っているという報告が、ローマ軍の千人隊長に届きます。ロー
マ兵は暴動を抑えられなかったら死刑、ユダヤ人も暴動を起こし
たら死刑。どちらも命がけですが人の愚かさはこういう事です。
人々はみ憎しみ、嫉妬という言葉一つによって命までかけて一人
の人を殺そうとします。これが人間であり愚かな生き物です。私
達が今、熱心に頑張ってこだわっていることは、もしかしたら私
達の人生を無にしてまでも、やろうとしていませんか？私達はもっ
とも大事なものを平気に壊してどうでもいいその一つの為に、人
生を台無しにしてしまうことがあります。

千人隊長と兵士たちを見て、人々はパウロを打つのをやめました。
そしてこの大暴動をみて千人隊長は二つの鎖につなぐという極悪
人に対する方法でパウロを捕らえました。何万人が暴動になって
ローマ勢力を全て駆使して止めようした大事件です。神様に従っ
て行く人は、こんな規模で迫害されると言う事です。私達がやろ
うとする事は、この規模で誘惑されます。だから備えなければな
りません。パウロはこの時も冷静でした。パウロは兵士たちにか
つぎ上げなけれはこばれました。その騒然とした状況の中パウロ
が千人隊長に、一言お話してもよろしいでしょうかと冷静に尋ね
ます。私達はパウロのように冷静にいられるでしょうか？大暴れ
するのではないでしょうか。しかしパウロは冷静沈着でした。も
しパウロが冷静で無かったら殺されていたかもしれません。心を
騒がせて行ってしまった行動が罪なのではなく、心を騒がせてし
まう事が罪なのです。私達がどんな事があっても、冷静でいれる
様に神様に祈りましょう。あなたは安かれ！と言われています。
詩 62:6 『神こそ、わが岩。わが救い。わがやぐら。私はゆるがさ
れることはない。』（詩62：6）
いつも冷静でいることができるように祈り備えましょう。

「十字架に向かってエルサレムへ」   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使徒２１章８節～１５節

　　　

御霊からの導き恐れではなく備え

試練は本物を見出し真理を見出す

パウロの人生を通して 十字架の道行き、備えによる行動

祈りと備えからくる冷静な態度
使徒２１：３０～４０

さいごに
パウロは何を見ていたのでしょうか。そしてあなたはどこに遣
わされますか？今あなたの目の前に起こってる出来事を感じて
下さい。神様は私達の人生を作り変えようとされています。私
達の過去のマイナスをも用いて私達が立ち向かう時、パウロの
様に十字架の道行きに従う時に、起こる神の御業です。私達の
人生の目的はこれからです。パウロも人生の目的を果たそうと
しました。問題を目にしても何もせずに生きるか？それとも神
の前に立ち上がり冷静さを得て立ち上がる人生を選ぶのか？神
様は私達にどちらを選ぶかを問いかけておられます。神様は必
ずあなたの願いを成し遂げられます。しかしその時に私達も決
断が必要です。もう戻らない！！過去とってしまった行動と同
じことを繰り返さないと決断する必要があります。この世の理
不尽の中で過去と違う生き方を選ぶならば、私たちの人生の中
で神の栄光を現わすことが出来ます。神様が示す方法を選べば
選ぶほど私達の生き方はパウロが磨ぐ済まされていったように
研ぎ澄まされて行きます。イエスキリストの姿をあなたの人生
に現わすならばあなたのすることは祝福され多くの人から愛さ
れる人生になるでしょう。神はあなたを愛しています。だから
こそ神はあなたが間違った道を歩むことを願われません。
【ある無名兵士の詩】
『大きな事を成し遂げるために力を与えて欲しいと神に求めたの
に謙虚を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるよ
うに健康を求めたのにより良きことをするようにと病気をたま
わった。幸せになろうと富を求めたのに賢明であるようにと貧
困を授かった。世の人々の賞賛を得ようと成功をもとめたのに
得意にならないように失敗を授かった。人生を楽しもうとして
あらゆるものを求めたのにあらゆることを喜べるようにと命を
授かった求めたものはひとつとして与えられなかったが願いは
全て聞き届けられた。神の意にそわぬものであるにもかかわら
ず心の中に言い表せない祈りは全て叶えられた。私は、あらゆ
る人の中で最も豊かに祝福されたのだ』

パウロは何を見ていたのでしょうか。そしてあなたはどこに遣
わされますか？今あなたの目の前に起こってる出来事を感じて
下さい。神様は私達の人生を作り変えようとされています。私
達の過去のマイナスをも用いて私達が立ち向かう時、パウロの
様に十字架の道行きに従う時に、起こる神の御業です。私達の
人生の目的はこれからです。パウロも人生の目的を果たそうと
しました。問題を目にしても何もせずに生きるか？それとも神
の前に立ち上がり冷静さを得て立ち上がる人生を選ぶのか？神
様は私達にどちらを選ぶかを問いかけておられます。神様は必
ずあなたの願いを成し遂げられます。しかしその時に私達も決
断が必要です。もう戻らない！！過去とってしまった行動と同
じことを繰り返さないと決断する必要があります。この世の理
不尽の中で過去と違う生き方を選ぶならば、私たちの人生の中
で神の栄光を現わすことが出来ます。神様が示す方法を選べば
選ぶほど私達の生き方はパウロが磨ぐ済まされていったように
研ぎ澄まされて行きます。イエスキリストの姿をあなたの人生
に現わすならばあなたのすることは祝福され多くの人から愛さ
れる人生になるでしょう。神はあなたを愛しています。だから
こそ神はあなたが間違った道を歩むことを願われません。
【ある無名兵士の詩】
『大きな事を成し遂げるために力を与えて欲しいと神に求めたの
に謙虚を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるよ
うに健康を求めたのにより良きことをするようにと病気をたま
わった。幸せになろうと富を求めたのに賢明であるようにと貧
困を授かった。世の人々の賞賛を得ようと成功をもとめたのに
得意にならないように失敗を授かった。人生を楽しもうとして
あらゆるものを求めたのにあらゆることを喜べるようにと命を
授かった求めたものはひとつとして与えられなかったが願いは
全て聞き届けられた。神の意にそわぬものであるにもかかわら
ず心の中に言い表せない祈りは全て叶えられた。私は、あらゆ
る人の中で最も豊かに祝福されたのだ』
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