
　

TESTIMONY礼拝開始（10時15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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誕生者のお祝い

チャーチミーティング

今週も引き続きエレミヤ書 (14 章～ 20 章 ) を読み進めていきま
しょう。今週は 19 章 2 節「瀬戸のかけらの門」という言葉が気
になりました。岡山出身の方だと「瀬戸」という言葉にピクッと
することないですか？残念ながら岡山の事は一切関係ありません
でした。陶器師たちの仕事場が近くにあった為と言われています。
瀬戸物のセトでしたね。神様はそこでビンを買い、ベン・ヒノム
の谷へ民の長老と年長の祭司を連れていき買ったビンを砕くよう
にエレミヤに指示されました。砕かれたビンの破片がゴミ捨て場
に捨てられるように、神様はエルサレムの民を捨て去る預言を目
に見える形で表されました。エレミヤ書18章4節には『陶器師は、
粘土で制作中の器を自分の手でこわし、再びそれを陶器師自身の
気に入ったほかの器に作り替えた。』とあります。19 章は砕くこ
とまでしか書いていませんが、神様は再建についても預言者を通
して語られました。バビロン捕囚を使い、民の心を造りかえられ
エルサレム再建を行われます。「陶器師主よ」という賛美にもあ
るように、古い私達の価値観や弱さを打ち砕かれ、主の備えて下
さった道を歩めるように造り替えて下さる神様に感謝しつつ今週
も歩みましょう。
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内村鑑三（日本のキリスト教思想家であり聖書学者）の思想のひとつに、「二
つの J を愛する」その「J」とは、「Jesus」イエス・キリストと「Japan」
日本のことを指します。そんな内村鑑三が生きた時代、第一次大戦で日本と
いう国を知った敵国将軍が、「この世には滅びてはいけないものが二つある。
その一つは日本だ」と敵対する立場にありながら、日本という国を知り、記
録にそのように残しました。戦時下、滅ぼしたいはずの敵国ながらそう言わ
しめたのは、日本人が歴史を重んじ、伝統を継承し、生活は貧しいが心は豊
かで、国民一人一人が国を愛している、そんな民の心を見たからでした。そ
の頃の日本国民の姿は、互いの情報を知り、思いやり、尊重し合っていました。
当時の日本人が大事に思っていたのはナショナリズムではなく、そのような
愛の姿勢です。自分はどうあるべきか、どんな土台の上に立っているのか。
私たちはかつての「Japan」日本人が大切にしていた心を学び、自由人とし
てどうふるまうか最善を選ぶために、「Jesus」イエス・キリストと同じ心
構えでいたいのです。

リンカーン（第 16 代アメリカ合衆国大統領）の友達が田舎からリンカーン
に会いに、晩餐会に来た時、その友達はフィンガーボールの水を飲んでしま
いました。教養のある人たちが集まっているところだったのでみんな心の中
で笑っていたかもしれません。しかし、リンカーンはその友達の恥を覆うた
め、自分も同じくフィンガーボールの水を表情を変えずに飲みました。この
瞬間、その友人を笑っていた人々はどうだったでしょうか？リンカーンの愛
のある行動を目の当たりにし、良心がある人ならば、嘲笑っていたその行為
を恥ずかしいと思ったのではないでしょうか。正しい行いは自分に向けたと
きに周りの人を変える力があります。逆に正しい行いを人に向けたならば人
を裁くことになります。このことを覚えておきましょう。

AI（人工知能）はすさまじい発展を遂げています。AI は新しい知識を得る
ことで成長する事ができます。人も機械も知識を得ることによって能力を高
める事ができます。それは悪いことではありません。しかし気を付けなけれ
ばなりません。パウロは「知識はあなたを無にする」と言いました。私たち
は知識のためにではなく知恵のために学び、目的のために知恵が必要です。
無駄な知識を、何の為であるかも分からず、いつ来るかもわからない時の為
ただ安心するために蓄えていないでしょうか？目的地があるからこそ、その
道順や手段を知識をもって探し、その最善の手段を選ぶために知恵がいるの
です。自分にとって何の為なのか明確な目的がないと、隣の人と比較してし
まいます。大切なのは、それぞれが志をもって目的を握り、知恵を得、それ
を生かすことなのです。

イエスは人知れず生まれました。有名ではありませんでした。蔑まれ罵られ
ました。人は待ち望んだメシアを十字架に架けてしまいました。私達はこの
ようにズレた目線を持っています。「まことに、彼は私たちの病を負い、私
たちの痛みをになった。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、
苦しめられたのだと。」イザヤ53:4
「病を負い（母鳥が子どもを覆う姿）、「私たちの痛みをになった。（妊婦を表
す）」というのは母鳥が「あなたの代わりに病や痛みを背負い、違う場所に
移す」これがイエスキリストがなされた御業です。罪をすっかり「預け」、
よそへと「移す」「隠された」という意味です。イエス様は十字架に従い、
その捧げられた貴い愛によって、私たちの罪や痛みを覆い完全に取り去りま
した。その愛は一人一人を隔たりなく覆います。愛は隣の人の恥を覆うので
す。私たちは近い人、そして自分にとって利益のある人のために愛を示し、
覆うことはやっているかもしれません。しかし、一人一人にへだたりなく覆
うことが大事です。神様は私たちの罪を愛の羽で覆い、母の胎の中で宿して
くださり、問題があるところから問題がないところに移されるお方です。

そうであるからこそ私達は「つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いな
さい。賜物を受けているから、恵みの管理者として、その賜物を用いて、互
いに仕え合いなさい。」(１ペテロ 4:9) と言われています。①つぶやかず②互
いに親切にもてなし合い③互いに仕え合いなさい。互いに熱心に愛し合うた
めには①～③が大切です。恵みの管理者である私たちは自分の欲に飲まれる
とズレてしまいます。何をするときにも目的が大切です。欲は目的をずらし
ます。「もてなし合う」ことが勿体ないと思ったのなら、自己中心になって
いる可能性があります。この自然界をみても自分から先に得ようとする生き
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物はほとんどいません。先に蜜を与え、果物を与え、与えることで得るの
です。
その真逆が「死海」です。死海は見た目はとても奇麗です。しかし、その
水の中には生き物は一匹も生来ていません。栄養が飽和状態になり返って
毒になってしまっています。
私たちには恵みがすでに与えらえています。しかしその賜物を用いなけれ
ば死海のように死んでしまいます。

「語る人」「奉仕する人」今日の箇所Ⅰペテロ４章には２つの賜物が出てき
ます。あなたはどちらですか。語る人は語る言葉によって人に大きな影響
を与えてしまいます。神様の言葉にふさわしく語らないといけません。そ
して、その言葉は相手を制するために語るのではなく、自分を制するため
に語るべきです。そうすると相手も変わるからです。奉仕する人は自分の
力でむりやり行うと実が残りません。神様が備えてくださった力によって
ふさわしく奉仕することが大事です。語る人と奉仕する人は自分のことを
よく理解し、相手のこともよく理解し仕え合うことが大切です。それはす
べてがイエスキリストを通して神があがめられる為です。もしその事に心
を向けるなら、あなたの全ての行為は絶対に無駄にはなりません。ペテロ
はこれらのことが出来るようになるために 12,13 節で『愛する者たち。あ
なたがたを試みるためにあなたがたの間に燃えさかる火の試練を、何か思
いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろ、キリ
ストの苦しみにあずかれるのですから、喜んでいなさい。･･･。』と語ってい
ます。自分の賜物が上手く管理できていなくても、神様はあなたを失格者
とはしません。だからこそ比較や劣等感に陥るのではなく、試練に遭うと
きに私達は感謝し喜ぶことができます。「今こそ私が変われるチャンスだ！
感謝します！」と向き合うか、悲劇のヒロインになるか、私達が選ぶのです。

私たちを覆われたキリストか私たちの中に生きるように人が何か間違った
とき指摘するのではなく愛そうとし、覆おうとしたときあなたのうちにあ
るキリストが人々に生きることを覚えてください。人々に私達の生き様を
とおしてイエスキリストが生きるのです。
あなたのいのちは誰かの中に生きているでしょうか？自分の存在理由をだ
れかに映そうとしていないでしょうか。それは違います。イエスキリスト
の生涯をもう一度しっかりとみましょう。あなたのいのちが誰かのうちに
継承されるためには、どうしたらよいのか。考えて欲しいのです。「与える」
ということがどういう事なのか。もう一度考えましょう。
イエスキリストは私達に生き方を示されました。豊かな現代に生きる私達
はしっかりとその生き様を学ばなければなりません。人々を良くするには
自分がその生き方を実践し示すしか方法はありません。どんな痛みや過去
があったとしても、キリストはそのすべてを負って下さいました。だから
こそ、私達もすべてを覆うのです。右の手がしたことを左の手に知られな
いように、他の恥を人知れず覆うような生き方を選んでいく決断をしたい
のです。
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「生き方によって選びを示す　恵みの管理者」　 
Ⅰペテロ４:8-１3、イザヤ53

まとめ

ある一人の人が亡くなりました。そしてその人の臓器は、他の人に移
植され一人のいのちが助けられました。亡くなった人が飼っていた犬
は、全く面識のない人に走り寄りました。その犬は、面識の無い他人
の身体の中に主人のいのちが生きている事を見たからでした。クリス
チャンの生き方はこのようなものではないでしょうか？過去に殉教し
た信仰者たち、また歴史を動かした信仰者の生き方･･･。全くつながっ
ていないように思うこともそうではありません。私達の元にまでその
知らせは届いているのです。人の罪を覆い、恥を覆う事がイエスキリ
ストがなされた愛です。しかし私達はそれを実践することはできませ
ん。ですが、今日信じます。裏切られたように思う試練があったとし
ても信じます。神は真実な方で必ず私達を守る方だからです。どうか
神様の愛が豊かに私達の内に注がれますように。そして偽りの言葉を
捨て良心によって決断することができますように。試練に遭うとき私
たちは鍛錬され本来の姿に戻れるのです。だから、苦しいときは感謝
をもって本来の姿に戻れることを期待します。
イエス様は裏切られても、むちに打たれても、私たちの罪を覆うため
十字架にかかりました。その姿を覚え、私たちも愛を生き方を通して
示していきましょう。
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セル祈祷会

鈴木結仁

泉水一護

岩崎祥誉　日名創真

楠田富恵

山崎風

泉水誠

岡本英樹

牧 祐　日名聖也

藤本ちひろ

河島晃太

實金由香利

先日、初めて準備賛美の奉仕が与えられました。人前で歌うんだよね…ちゃん
と歌えるかな…と不安に思う日々がありました。話すということは慣れてるか
ら自信はないけど話せるかもしれないな、歌うって、慣れないことだなあと思っ
ていました。神様の力を借りないと歌えないな、と思いながら、いつも前に出
て礼拝を導いてくださっている皆さんのことをただただすごいなあと思うばか
りでした。
　当日、早く起きて練習し、まず１つ目の闘いがやってきます。それは、主人
に今日は教会に早く行くからね、と宣言することです。緊急事態宣言の中だけ
ど、少人数でやってますから大丈夫です！今日は早く行くね！とスパッと話す
ことができました。いろいろな思いを胸に、教会に行きました。教会でみんな
でたくさん祈っているうちに、いつもこんなふうに礼拝のために、また、教会
の家族のために、神様に心を向けて心を合わせて祈ってくれているんだなと思
うと、感謝の気持ちと神様にもっと近づきたいという気持ちになりました。
　準備賛美を無事に終え、皆さんへの感謝と共に神様への思いが強まっている
ことを感じました。奉仕することは本当に恵みだな、と思いました。自分の役
割を握り、不安よりも恵みを感じて生きる人生を選択していきたいと思います。
また、不安に感じている私を励ましてくださった方の愛に本当に感謝します。
私は1人ではない、と感じました。

「～大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひと
り互いに器官なのです。私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を
もっているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。
奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。～勤勉で怠らず、霊に燃え、
主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。」
（ローマ12：5,11）

早天祈祷会6：00~

 ９日　秋山耕平
10 日　金光包子
17 日　酒井弘志
　　　  藤本ちひろ

23 日　泉水　誠
24 日　河島晃太
25 日　中山英子
26 日　楠田富恵

日本を愛する日本を愛する

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~
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

教会礼拝チーム
＋澤口チーム

 主　日　礼 　拝 主　日　礼 　拝

リンカーン大統領リンカーン大統領

知恵と知識知恵と知識

互いに熱心に愛し合う互いに熱心に愛し合う

私達は賜物の管理者私達は賜物の管理者

キリストがあなたに生きる‼キリストがあなたに生きる‼

早天祈祷会6：00~ ﾕｰｽ礼拝17：00~早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　３日　牧三貴子
　６日　牧　唯恵
　７日　矢崎加依
　８日　谷口則子

19 日　岩崎祥誉
　　　 日名創真
22 日　牧　祐
　　　 日名聖也

27 日　岡本直子
　　　 堀川由美
28 日　鈴木結仁
30 日　岡本英樹

愛は多くの罪を覆う（イザヤ書５３章）愛は多くの罪を覆う（イザヤ書５３章）


