
　

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

高橋征之介

西嵜結愛

立藤佳子

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

来週の奉仕者
（１１月１５日）

河島稜

行司伝道師
山本洋子
鈴木たかよ
富岡牧　　　　　　
眞砂香和
澤口建樹
山本麻美
行司伝道師
日名陽子
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先月、小学校時代から親友のおとうさんが亡くなりました。家族が知っ
たのは１週間後、近所に住む私の母が知ったのは１ヶ月後でした。彼
女の家庭は、子どもの私から見ても可哀想に思えるものでした。同じ
ように中学時代、家にいることが辛かった私はよく彼女といて、何度
も諭され、一人じゃないと励ましてもらいました。
彼女が中学３年の時に、両親は離婚しました。彼女は優秀だったので、
県外に進学しましたが、3人の弟や妹は今でもあまりいい暮らしでは
ありません。彼女は大人になり、結婚し、子どもができても、両親を
許せず、愛せずにいました。かける言葉が見つからず、同じ空間で過
ごす方法もわからずにいました。おとうさんは、アルコール依存と生
活習慣病でやせ細り、見るからに病気でした。90を越える実母が亡
くなってからは食べることができなくなり、一人で亡くなっていたそ
うです。まだ 72歳でした。
　NHKのドキュメンタリーで放送されて以後、反響を呼んだ『無縁
社会』という言葉。そして『孤独死』。悲しいのは、息を引き取る時
に一人であったことではなく、亡くなる前から社会に無縁であったこ
とだと語られていました。
彼女はいつかこうなると覚悟をしていたと言いました。いつか別れが
来るから、和解をしておくべきだったのに。同じ辛さを生きてきた私
は彼女に希望を伝え、苦しくても向き合うことを励まし、寄り添うこ
とができたのに。きっと謝りたかっただろうおっちゃんと、本当は甘
えたかっただろう彼女との間で、「忙しくて…」、「自分もなんだか元
気がなくて…」私はただ多くの言い訳を持って何もしなかった。
大きな傷を心に抱えたままの彼女が、血のつながりがあるのだからと
か、育ててもらったんだからとか、そんな常識的な理由で正しいこと
ができるわけではない。本当に赦し、彼女自身の心の回復を支えたい
と願っています。そして残された家族がもう一度大切な関係を回復で
きるように私は祈っています。

みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさ
い。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。
…しかし、あなたは、どのようなばあいにも慎み、困難に耐え、伝道
者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。（II テモテ 4:1）

　詩篇64～ 70　水 67金 69

「コラム」
時代から親友のおとうさんが亡くなりました。
後、近所に住む私の母が知ったのは１ヶ月後で
子どもの私から見ても可哀想に思えるものでし
代、家にいることが辛かった私はよく彼女とい

「コラム」
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キッズブレッシング

大掃除
Xmas 飾りつけ

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~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~
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　　村部竜輝

藤井サト

佐々木亮祐

山本美保子

　

富岡美千男

平澤愛実　平澤義実

　　

（ ２０２０年１１月１日 ）
（要約者：富岡牧）

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

　特別夕拝
　天野先生

　今週も詩篇 (64 篇～ 70 篇 ) を読み進めていきましょう。
69篇は神に忠実であるが故に加えられた、不当な苦しみを
歌った歌であるとされています。イエス様やヨブを思い出さ
れますね。まず、自分の苦難について語り始めます。絶望的
で救いようのない状況が語られそれは、何もかもが崩され、
奪われて、蒔かなかった所からも刈り取られるような思いに
させられる時でした。そこで、神様に助けを求め祈っていき
ます。自分の心を注ぎ出し、自分の窮状を神に訴えつつ、神
の恵みが、自分の考える以上のものであることを覚えて祈っ
ています。そして、22章からは敵に対する報復を求める祈り
が始まります。自分を迫害する者や敵に対して報復を求める
気持ちになる事は自分の中にもあるなと思いました。しかし
29節～を見るとこの詩の作者は、神様はこの世の全てのもの
を愛そうとされている事も解っていて、自分を迫害するもの
や敵が罪に気づき、悔い改めへと導かれ、神の家族として回
復する事を祈っているように感じられます。私達には、神様
がどの様な計画を持っておられるのかわかりませんが、神様
の御業は常に和解と回復です。そして主は良いお方であり私
達が導かれるのは良い地であります。この詩の作者のように、
すべての事を益としてくださる神様に委ねて歩みましょう。

牧　一穂　牧師
和田力

岩崎祥誉
富岡美千男
大宮東子

     1 日　堀川敬泰
    ２日　牧一穂
　４日　堀川智壽
　８日　村部竜輝
１１日　松崎智裕
　　　　

　１１日　牧征實　
　１５日　藤井サト
    １６日　日名良太
　１７日　秋山周平
　　　　　三村洋子
　
　

２０日　富岡美千男
２２日　佐々木亮祐
２３日　山口ヒサ子
２５日　牧尚美
　　　　酒井美津子

２６日　立藤佳子
　　　　高橋征之介
２９日　山本美保子
　　　　

　

11 月の誕生者
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藤原友規子

聖餐礼拝

 鉄腕アトムは死んだ息子の代わりに造られたロボットでした。
とても力が強く他の子どものようにはいかなかった為、売られ
てしまいました。そこで出会ったのが教授でした。教授は愛し
大切にしてくれて本当の子どもの様に接してくれました。どう
やって人が生きていくのかを教えてもらいました。アトムは人
よりも人の心を持ち、勇敢な正義の味方になりました。近年人
が人間より人間らしい AI を求めたりするようになったのは、人
間が人間であることを忘れたからではないでしょうか？さて人
間とは何でしょうか？パウロは人間であることを忘れて神に
なっていました。そんなパウロは神様が好きでした。しかし彼
は神の思いを見つけることを忘れて、自分も神の様にならない
といけないと思いました。サタンのルシファーもそうです。人
が神の様になろうとするのは怖い事です。
私達クリスチャンはイエスキリストの身丈に成長する事を願っ
ています。しかしそれは神の様になる事ではありません。神は
神の在り方を捨ててイエス・キリストの姿となって私達のとこ
ろに来られました。イエス・キリストが私達に伝えたのは人間
がどういうものであるかということです。「安息日を破るのか。」
とイエスを冒とくしてきたパリサイ人に対し、イエスは様々な
たとえを用いて話しました。「安息日に１匹の羊を見失ったら、
主人は命がけで探さないだろうか。」「人の子は安息日にも主で
ある。」と語られました。パリサイ人のように私たちも大切なこ
とを見失っていないでしょうか。
クリスチャンは日曜日正しい事を聞くので、正しくあろうとし
ます。しかし正しくあろうとすればするほど正しくある事はで
きません。パウロは言いました。したい事は出来ず、したくな
い事をことさら尊んで行ってしまうと。私達は神様にどうやっ
たら正しくなれるのかを聞きます。イエスキリストは言いまし
た。「野の花をみてごらん、あのソロモンでさえ野の花ほど着飾っ
てはいなかった。」と。神様は私達の必要は全て知っておられま
す。「初めに神の国とその義とをまず求めなさい。そうすれば、
それらのものは与えられます。」神を愛する事と隣人を愛する事
という命令が、神の国とその義であることを伝えました。神様
が大切にしたのは人間の心でした。

パウロは遺言を残しています。真理から耳を背け空想話にそれ
ていく時代になります。しかしあなたがたはどんな場合にも慎
み、困難に耐え、伝道者として働き自分の務めを十分に果たし
て下さいと言いました。自分の務めとは何ですか？
医者のコラムがありました、「僕はドクターになって毎日何を
やっているのか。治療を施す。そして治す。そしてまた再発し、
治し、最後は死ぬ。」僕は何をやっているのだろうか。
今の時代にとって的を射すぎた言葉です。治療を受けるその人
が生きている価値がわからず。生きる意味を見失っているのだっ
たらその人を治してあげることは非常にむなしい事です。治す
側も命がけです、失敗することによって責任が問われるかもし
れない、しかし治そうとします。けれど当の本人は病気になっ
た理由を改めないのです。なので、同じ病気でやってきます。
世の中の人達は何のために生き、何のために存在して動いてい
るのでしょうか、自分を大事にすることができず、自分の体に
してはならないことを喜んで行って、楽をして怠けて．．．。
パウロは、自分の人生を振り返りながら、人々に伝えています。
自分の目的を失った人生からもう一度戻ってほしい。時が良く
ても悪くても寛容をつくして教えてほしい。その使命から、命
を失いかけても命懸けでルカと書き綴っていったのです。私達
もどんな状況になっても自分の使命をわかっているものであり
たいです。ルカもギリシャ人の優秀な医者でした。その彼もロー
マの囚人の一人として数えられました。命懸けです。何故そん
なことをしたのかというと、自分の過去をよく理解したからで
した。

パウロはローマでテモテへ宛てて遺言を書きました。「彼らは聞
きはするが、悟らない．．．」私達は、現実や、人のせいではなく、
聞いたふりは終わりにして、聞いて行わない者でもなく、聞い
て行う者になりたいのです。使徒の 28 章では異邦人にその恵は
届けられていきます。と書かれており、それがここまできました。
今日語られた御言葉を聴く時がきました。私達は神様の前に御
言葉を聞くことができる自由な環境を与えられています。

先日、小学校に授業に行きました。そこで「あなたの人生を駄
目にすることができるのはあなたの親や先生でも無い、友達で
もない。あなたの人生を決められるのはあなただ。あなたしか
いない。悪い奴がいるなら、その悪い奴でも、悪魔がいるなら
悪魔でもない、あなたの人生を駄目にするのはあなたしかいな
い」と伝えました。何人もの子どもが泣いていました。その子
たちは実際、辛い境遇にいる子どもたちです。子ども達はまだ
人間を失っている子ばかりではありませんでした。私達大人の
方が人間を失って、人のせいにして生きているのかもしれませ
ん。聞いて行う者にならないといけません。

聖書は、一見、ルールを重んじているように思います。しかし
聖書は人が生きる為に何をすべきかという事をずっと伝えてい
ます。行いから始まる行為ではなく、心から始まる行為が大切
です。パウロは行いから始まる行為の中で生き続けて、神に反
逆するものになっていきました。行いが先になっている人は、
間違いなく人を裁きます。自分もその行いを大事にできず、守
ることもできません。唯一これだけはやるということを決め、
優越感を得ます。人と自分が大切にしてやろうとすることは違
います。結果、ルールが先に立つと勝ち負けができ、戦争が起
こります。聖書は自分を制して忍耐しなさいと書いてあります。
行為で生きてきたパウロが何故心から始められるように変えら
れたのでしょう。それはイエス様に出会ったからでした。出会
う前のパウロは、自分の事を「生粋のユダヤ人、最高の律法学
者から教えを受けて、ガマリエルの弟子で、サンヘドリンの門
下生で律法には正義を尽くしきて、責められることが無い。」と
していました。パウロがルールや正しさを振りかざしたのは、
自分が間違っていることがあってはいけない、すなわち間違い
を隠すためでした。恐れていた神に従う事によって、自分を守
ろうとしてきました。そんなパウロがイエス様に出会いました。
パウロは知りました。イエス様はずっと一緒にいること、自分
を赦して下さることを。愛されていることがわかり、パウロは
信じる事、愛する事を回復することができました。
愛というのは赦すということです。自分が正しくなくていいの
です。はじめから人間に正しさなんて無いのです。こんなどう
しようもなく汚い者をイエス様は赦して下さったのです。私達
に赦す力はありません。赦す行為は神様のものです。私が赦さ
れたから、赦しますという決断をするだけです。そうするとあ
なたのただ中にいる神があなたの心を造りかえて下さるのです。
その時、神の中に私達が存在していることがわかるのです。神
の中に帰るのです。

心から始める為には、本当にイエス様に出会う事です。すなわ
ち神に帰る事です。信じることは愛する事です。行為は後から
伴います。大切なのは、心です。行為ではありません。
だからどんな人でも、私たちはその人を信じることができます。
神様が造った本来のその人の心は素晴らしいからです。「人はう
わべを見るが、主は心を見られる。」と聖書に書いてあります。
心を取り戻す唯一の方法は、愛される事です。それは愛されて
いる事、愛されて造られていることを知るという事です。
一匹狼のイメージがあるパウロですが、実は彼はたくさんの人
達とのチームワークで神様の働きを成し遂げました。今自分の
したいことをしようとしていませんか。それでは失敗します。
一人で動くことになるからです。神様のために頑張っている誰
かの役割を助けてください。神様が与えたその役割は、自分に
も与えられた役割だからです。今一度過去をさらけ出して赦し
てもいましょう。傷ついた過去があるならイエス・キリストは
その時にあなたと共に傷ついていました。その傷を背負って十
字架に架かりました。赦された事を信じて自分の過去を土台に
して下さい。赦された本当のあなたをみつけて、使命を受け取
りましょう。愛は赦すということです。信じることは愛する事
です。あなたは素晴らしい神の作品です！使徒の働きはパウロ
伝ではありません。使徒である私たちがどう生きるのかが書か
れているのです。パウロはダマスコの途上でイエスに出会い変
えられました。今私たちもイエス様に出会わせてくださいと祈
りましょう。使徒の働き 29章はあなたの章です。

「あなたによって記される２９章」   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   使徒 28章 26~31、第Ⅱテモテ4章1~8

　　　

リーダーシップと信頼　自分の過去を土台に！

心から始まる行為！！信じることと愛すること

聞いて行なうものへ！！

パウロ　エルサレムからローマでの遺言

セル祈祷会

秋山周平　三村洋子

松崎智裕　牧征實

牧尚美　小野田充和

日名良太

山口ヒサ子
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