
　

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
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（要約者：日名 洋）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

　今週もイザヤ書 (59 章～ 65 章 ) を読み進めていきましょう。
65 章の冒頭に異邦人に対する神様の語りかけで始まります。イ
スラエルの民の中には、神の民として聖くなければならないのに、
神に従わず、偶像礼拝にさえ心を引かれる民がいた事がこのイザ
ヤ書の中でも何度も出てきました。その民が、定められている律
法を守らない上に「神よりも偉い」という考えに至っている事へ
𠮟責しました。そして、6 節、7 節の間で「報復する」という表
現が 3 回反復されています。これは、いくら神の民と呼ばれるも
のであっても、誠実な歩みを謙虚にしていなければ、異邦人であ
ろうと神の民であろうと公平に裁くという事が語られています。
この教会の中にはクリスチャンホームで育っていなくて、実家は
他の宗教だったという人も多いと思います。育った環境がどうで
あろうと、神様を信じ、御旨にかなう聖い歩みをするものはその
恵みを得る事ができると語られています。神ののろいの象徴的な
場所と考えられていたアコルの谷でさえも、牛の群れが伏す平和
な場所に変えられるという希望が語られています。そして、育っ
た環境がどうであれ、私達は、罪の性質を持っています。その罪
の贖いのため、イエス・キリストが十字架にかかって下さり、私
達を救いの道へ導いて下さったことを改めて覚えましょう。
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河島 稜

「のろまなローラー」という絵本が紹介されました。ローラー君
には道を平らにするという役割がありました。そして、だれから
何を言われても自分の役割を果たしました。はじめはローラー君
のことを「のろま」と馬鹿にしていたものたちも、最後にはその
働きを理解してお礼を言うようになりました。私たちひとりひと
りにも神様から与えられた「役割」があります。自分の役割は何
でしょうか？どうしたら自分の役割を知る事ができるでしょう
か？それは、イエス様のどの部分が好きなのか、どこに引かれる
のかによって自分の役割を知る事ができます。あなたはイエス様
のどの部分に共感しますか？
自分の人生の中で苦難に遭ったとき、私たちは信仰によって義と
認められたのだから、どんなことがあってもその道にそれずに進
んでいこうとします。その時に妨げになるのは高ぶりです。だか
ら自分が罪人の頭である事を理解しなければなりません。自分が
罪人である事がわかれば、人との比較はなくなります。そして人
との比較が無くなると次は誰に習うかが大切です。もちろん私達
はイエスキリストに習う者となるのです。

あなたは職場で上司に従っているでしょうか？野の花はどんな環
境でも置かれた場所で花を咲かせようとします。それが自らの役
割だからです。これが従うと言うことだと聖書は言っています。
だから役割を果たそうと努めている人を敬うように聖書は言って
います。敬う気持ちがあればそれぞれがお互いを認め尊重してい
けます。だからお互いに愛する事ができます。愛すると尊ぶこと
が出来ます。すると感謝と喜びが生まれすべてが良い連鎖に変
わっていきます。だからまず、従う事からはじめなければなりま
せん。

「同じように、妻たちよ。自分の夫に服従しなさい。みことばに
従わない夫であっても、妻の無言のふるまいによって、神のもの
とされるようになるためです。」第一ペテロ3章1節
「ふるまう」という言葉には “好意を持って、飲食物を提供する。
ご馳走をする。もてなす” などの意味があり、愛を与える姿があ
らわされています。第一ペテロ２章１２節には「異邦人の中にあっ
て、りっぱにふるまいなさい」とあります。私たちはどのように
ふるまったら良いのでしょうか。人は与えられてはじめて正しい
行いが出来るようになります。人を言葉で変えようとしてはいけ
ません。なぜ教会で聖餐式をするのでしょうか。聖餐式はキリス
トがその体をふるまう行為です。清い生き方で与えると言うこと
だと教えています。だから妻に対して、「むしろ、柔和で穏やか
な霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人がら
を飾りにしなさい。これこそ、神の御前に価値あるものです。」
第一ペテロ３章４節　と伝えています。外側を着飾るよりも、ま
ず自分の内側が大切である事が伝えられています。それは柔和で
穏やかな霊であると書いてあります。また、サラを見習うように
勧めています。「たとえばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に
従いました。あなたがたも、どんなことも恐れないで善を行えば、
サラの子となるのです。」第一ペテロ３章６節
アブラハムはエジプトに言ったときに、エジプトの王に対してサ
ラは自分の妹だとうそをつきました。それはサラのために自分の
命が危険にさらされると恐れたからでした。そのようなアブラハ
ムに対してもサラは従い続けたのでした。だから信仰の母となり
ました。

「わきまえる」とは知識に基づく理解を意味します。この知識と
は神が人を男と女に分けて創造された理由を理解すると言うこと
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です。そして良く学ばなければなりません。当時は女性の権利
はない時代だったのですが、その中でペテロは女性を理解しな
さいと言っています。男性は女性をよく理解しなければいけま
せん。アダムのあばら骨からエバがつくられました。アダムの
骨からつくられた妻は夫の感情を良くわかっています。その妻
に対して話をよく聞いて理解しなければ、妻との関係は良くな
りません。また、男性が責任を果たさないと女性は男性に従え
なくなります。だから妻のことを夫はよく理解することが必要
です。「ともに生活する」とは良く聴くという事です。それは「あ
なたの祈りが妨げられないため」です。

聖書の中の自分に都合の良いところだけをやっても意味があり
ません。聖書全体で語られている事のすべてを少しずつ行うこ
とが必要です。まず心を一つにします。役割の違う男性と女性
が同情しあうように勧められています。それは理解することです。
そして女性は責任を持っている男性を信じてください。そして
あわれみ深く謙遜でありなさいと言われています。悪をもって
悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、相手に祝福を与える
ようになりましょう。だから舌を押さえて悪を言わないように
しましょう。女性は平和を求める海のような存在です。そして
男性は揺れ動かない山のような存在です。お互いがそれぞれの
役割をしっかりと担うなら、心を一つにしていけるのです。もし、
今何かが上手く行っていないなら、これらの何かが欠けています。
「善に熱心」ではないという事です。
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「生き方によって選びを示すⅢ
  道を備える役割　～善を行う～ 」   Ⅰペテロ３:１-８

まとめ

道を備える役割をよく理解してください。あなたは道を備え
ています。だから自分の役割が何かを知ってください。その
ために従ってください。してはならないと言われることをし
てはいけません。「はい」は「はい」、「いいえ」は「いいえ」。
最後まで諦めずにやり通さなくてはいけません。相手を裁く
のではなくイエス・キリストの愛を思い起こしましょう。す
べては「愛」から始まらなければいけません。あなたの役割
は何でしょうか？あなたがなぜ生きているのでしょうか？何
のためにそこにいるのでしょうか？もう一度考えてみる必要
があります。自分の目的がわからないなら、イエス様のどこ
が好きかを思い起こしましょう。
心を一つにすること、同情（理解）しあうこと、愛を示して
いるか、あわれみ深いか、失敗した人を赦しているか、責め
ずに受け止めて一緒に改善しているか、謙遜であるか、自分
が何か出来るもののように言っていないか、悪を持って悪に
報いていないか、侮辱を持って侮辱に報いていないか、かえっ
て祝福を与えているか、舌を押さえて話すことを遅くしてい
るか、唇を閉ざして偽りの言葉を語らないでいるか、善を行っ
ているか、平和を求めているか、何のために相手に話しかけ
ているのか、愛を持って伝えなければいけません。そして道
を備えなければいけません。イエス様が歩くべき道をあなた
は継承しました。そして彼の歴史を受け継ぎました。その道
をローラーのように整えてください。あなたを通り過ぎて
いった侮辱した人たちも、やがてあなたを理解するようにな
ります。
キリストの十字架を思い出しましょう。だれが彼をむち打ち、
釘を打ち、裏切りましたか。しかし彼はあなたを赦しあなた
を愛すると言われ、今も共にいてくださるのです。だから私
たちはキリストの愛を抱いて道を備えていきましょう。
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昨年度、教会の15周年を記念して、オリジナル賛美CDの制作がありま
した。私はこの賛美 CD を制作しようと話が上がった時、気持ちが少し
重くなりました。なぜなら、私には作曲する力も、それを形にする力も
無いと思ったからです。
今まで私は、こういった CD や、しっかりとした形で賛美や曲を作った
ことがありませんでした。実際に作ってみようと試みて、何度か挑戦は
しましたが、形にしようとなると全て上手くいかず、何も浮かばない空っ
ぽの状態になりました。そして私は、神様に祈る事しか出来なくなり、渋々
と、｢やっぱり私には難しいです。出来ません。｣と祈っていました。すると、
頭の中に御言葉が過りました。
｢わがたましいよ、主をほめたたえよ。主の良くしてくださったことを何
一つ忘れるな。主はあなたの一生を良いもので満たされる。」
ここで私は大切なことを忘れていたことに気付かされました。子が親に、
下手くそな字でも ｢ありがとう｣ と書いて手紙を送る姿、それは親にとっ
ては何よりも嬉しい宝物です。私は初めて教会に行った 10 年前の日から
今まで、また人生に失望して全てがどうでも良くなったあの日から、今
こんなにも幸せだと言える人生へと変えられたこと。こんなにも大きな
愛を絶えず注いでくれた神様に、ただありがとうを伝えたいという思い
で溢れました。そして、出来た曲が『あなたのもとに』です。この賛美は、
今まで私に神様がしてくれたことを描いた人生の証です。

「まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みが、私を追って来
るでしょう。私はいつまでも、主の家に住まいます。」（詩篇 23:6）

これからも神様の素晴らしい恵みに心を向けて、歩んで行きたいと思い
ます！

早天祈祷会6：00~

黙示録　福澤師

　１日　山本心春
　　　　栗原颯太
　２日　福山友梨
　６日　實金克治

７日　森田莉功
９日　曽我菜々子
　　　西嵜　優
　　　高杉美代

13 日　佐藤　裕
　　　 佐藤　彰
　　　 鈴木誠一
　　　 鈴木大智

20 日　堀川あや　　 
22 日　新開佑香
　　　 野上怜律
23 日　矢崎晴大
　　　カスティロ遥

14 日　藤原すず花
15 日　泉水幸誠
16 日　梁平慧
　　　佐藤文音

10 日　 辻　総一郎
11 日　 佐藤怜香

24 日　牧兪以子
25 日　横田美鈴
　　　中島幸子　
27 日　澤口建樹

早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ﾕｰｽ礼拝17：00~

矢崎晴大

はじめにはじめに

早天祈祷会6：00~

 ペンテコステ礼拝 ペンテコステ礼拝

ﾕｰｽ礼拝17：00~早天祈祷会6：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

酒井弘志

私たちは自由人としてどうふるまうのか？私たちは自由人としてどうふるまうのか？

ふるまうふるまう

わきまえる（第一ペテロ３章7節）わきまえる（第一ペテロ３章7節）

「最後に申します」（第一ペテロ３章8～13節）「最後に申します」（第一ペテロ３章8～13節）

教会礼拝チーム
＋岩崎家チーム


