
　

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

日 月 火 水 木 金 土

早天祈祷会6：00~
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富岡陽子

平澤一浩   山本淳平

鈴木由美子

　

曽我郁斗

澤口来海

（ ２０２１年８月１日 ）

（要約者：池田優香 ）
誕生者のお祝い

サランｵﾝﾗｲﾝ
合同集会 (ﾕｰｽ)

  今週もエゼキエル書 (13 章～ 19 章 ) を読み進めていきましょう。
17 章は二羽の大鷲を、バビロンのネブカドネツァルとエジプトの王
に例えています。そして、ユダの王ゼデキヤをブドウの木に例えて
います。エホヤキン王がバビロンに捕えられ叔父であったゼデキヤ
が王となります。当初、預言者エレミヤに従い、諸外国が結束しバ
ビロンに反抗している中でも、バビロンに和平交渉をしに出掛けた
りしていました。ダビデ王朝の正系 ( 日本でいう本家、分家）に属さ
ないゼデキヤは、正系に属するものに対して支配を貫く為、彼の上
位にあたる主人と良い関係を作るのが不可欠と考えました。杉の様
に誇らかな独立性を持たず、低木として従属の地位に甘んじなけれ
ばなりませんでした。しかし、豊かな水のほとりに植えられること
によって、生い茂ったことで、国家として独立を勝ち得たいという
願望を抱き始めます。より大きな利益を得ようとバビロンの敵対国
エジプトに庇護を求め手を結びました。
13節でエゼキエルはこれをバビロンとの誓約違反だと告発しました。
そして 19 節で、ゼデキヤの行動は主なる神の言葉「わたしの誓い」「わ
たしの契約」を軽んじ反したものだと言っています。これによりバ
ビロンに復讐され、エルサレムは陥落します。私達も欲からでた行
動で神様の意に反してしまう事があります。祈り、神様の備えて下
さっている道に戻りましょう。

  今週もエゼキエル書 (13 章～ 19 章 ) を読み進めていきましょう。
17 章は二羽の大鷲を、バビロンのネブカドネツァルとエジプトの王
に例えています。そして、ユダの王ゼデキヤをブドウの木に例えて
います。エホヤキン王がバビロンに捕えられ叔父であったゼデキヤ
が王となります。当初、預言者エレミヤに従い、諸外国が結束しバ
ビロンに反抗している中でも、バビロンに和平交渉をしに出掛けた
りしていました。ダビデ王朝の正系 ( 日本でいう本家、分家）に属さ
ないゼデキヤは、正系に属するものに対して支配を貫く為、彼の上
位にあたる主人と良い関係を作るのが不可欠と考えました。杉の様
に誇らかな独立性を持たず、低木として従属の地位に甘んじなけれ
ばなりませんでした。しかし、豊かな水のほとりに植えられること
によって、生い茂ったことで、国家として独立を勝ち得たいという
願望を抱き始めます。より大きな利益を得ようとバビロンの敵対国
エジプトに庇護を求め手を結びました。
13節でエゼキエルはこれをバビロンとの誓約違反だと告発しました。
そして 19 節で、ゼデキヤの行動は主なる神の言葉「わたしの誓い」「わ
たしの契約」を軽んじ反したものだと言っています。これによりバ
ビロンに復讐され、エルサレムは陥落します。私達も欲からでた行
動で神様の意に反してしまう事があります。祈り、神様の備えて下
さっている道に戻りましょう。
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サンデーキッズお泊り会
　　ユースキャンプ

  アメリカで人気のテレビ番組があります。大会社の社長が変
装して自分の会社で一般社員として働くというものです。当時
のセブン - イレブン社の社長がコーヒー販売やパン製造工場、
店舗スタッフなど、自社の様々な場所での仕事を体験します。
社長なのでどんな仕事でもできるのかと思えば、やはり慣れな
い仕事はできません。現場のスタッフに指導してもらう中、同
じ立場に立って仕事をすることでお互いの状況を理解し、相手
のことを分かろうとします。この社長も会社の状況を実際の現
場で見て、社長室で報告を聞くだけでは分からなかったことを
知ります。職員も社長だと分かった後はびっくりしますが、社
長の姿を見てもう一度頑張ろうと気持ちが変化していきまし
た。このように、相手を理解しようと目線を変える生き方は周
りの人にも影響を与えます。
「ブラウン神父の事件簿」という物語にも目線を変える生き方
が示されています。これは、神父が探偵となって事件を解明し
ていくストーリーで、ジョン・オコナー神父という実際の人物
をモデルにしたものです。この神父は、目線を変える生き方に
よって著者を変えてくれた人でした。物語の中の神父の言葉に、
「犯行に及ぶ時間の殺人犯の精神状態を心に描いてみると、私
はいつもそれが他人だとは思えなかった。だからそのようなけ
しからぬ犯罪者を自分自身の裡（うち）に見つけて、ひっ捕らえ、
それが暴かれないようにいつも一緒に暮らしても大丈夫なよう
自分の手に握っていなければならない」とあります。
相手を批判して裁くのではなく、相手と同じ目線になって理解
しようとすることが大切なのです。

  ペテロは失敗も多く、何かがあると自分の想いが出てきてす
ぐ口に出してしまう人でした。自分の想いを表現できることは
長所であり、御霊によってそれが語られるなら問題ありません
が、そうでなければ語る言葉は正しくないものが出ています。
短所と長所は紙一重です。ペテロも自分の想いを表現できると
いう長所を持ちながら、人の意見を聞かずに自分だけでやろう
としてしまいました。
そんなペテロが変われたのは、短所である部分に向き合ってく
れた人がいたからです。ダメだと否定せず、なぜ失敗だったか
を伝え、本来の長所の姿に戻そうとされたのです。その罪を代
わりに背負うから、あなたは失敗から戻りなさいとイエスキリ
ストは伝えられています。

「こういうわけですから、あなたがたは、あらゆる努力をして、
信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、
忍耐には敬虔を、敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさ
い」（Ⅱペテロ1：5～ 7）
ペテロは、生きる中で大事なのはこれだけでいいと言っていま
す。言葉で見ると難しく思えますが、これは私達がもともと持っ
ていたものです。信じる気持ちがあれば私達には徳（卓越性）
という長所があります。長所を生かすために知識を持ち、体験
することによって自制ができます。それによって忍耐と敬虔が
与えられ、愛に成長していくのだと聖書は約束しているのです。

私達に用意された約束（預言）が聖書にはたくさんあります。
「それには何よりも次のことを知っていなければいけません。
すなわち聖書の預言はみな人の私的解釈を施してはならない、
ということです。」（Ⅱペテロ1：20）

イエスキリストが、人の子は死に渡され三日目に蘇らなければ
ならないという聖書の預言を言われた時、ペテロはそれを諫め
てしまったことがありました。それに対して、イエスキリスト
は、私的解釈によって聖書の預言を曲げてはならないことを伝
えます。これは弟子達だけに言われたのではなく、後に聖書の
預言を読む全ての人達に対して間違った解釈で受け取ってはな
らないと伝えています。まっすぐに御言葉を受け取りましょう。

  戦時中、ハーフの男の子が皆にいじめられていました。子供
達がハーフの男の子を自分達とは違うといじめる中、同じクラ
スの一人の男の子が「彼も同じ人間だ」と言って助けます。そ
の親切な男の子はその後、戦争で亡くなってしまいましたが彼
が教会に行っていたことを助けられた男の子は覚えていまし
た。そして自分も教会へ行き、イエスキリストを知ります。彼
は自分を助けてくれた男の子が自分の身になって考えてくれた
ことを知り、自分も彼の身になって考えることを学びました。
この男の子のように、聖書には相手を理解しようとした人達の
ストーリーが描かれています。
私達が赦されたように人を赦し、受けたものを次の人に流した
いと願うなら、私達は相手の心を理解できるはずです。相手を
理解しようとすることは、私達の心から裁く心を取り去ります。
相手を理解するということは、自分に近しい人ほど難しいかも
しれません。暑い日差しの中で作業する人を大変だと理解して
あげられても、自分の家族が頑張っていることはいつの間にか
当たり前のことのように感じてしまう、私達はそんな弱さを
持っています。
今、もう一度相手の気持ちになって考えてみましょう。

  ペテロはすぐ「人のこと」を気にして自分と比較していまし
た。そんなペテロに、イエスキリストは、それがあなたに何の
かかわりがありますか（ヨハネ21：22）と言われます。
その人に定められた役割や計画はペテロにはかかわりのないこ
とだったからです。私達は比較し、持論で人を動かそうとして
しまいます。その人を良くしてあげたいと思いながら間違った
行動を起こしてしまうのは、その人の気持ちが分かっていない
からです。人と自分を比べてしまう弱さを捨て、相手を理解し
ようとしなければなりません。
このように、ペテロは失敗ばかりで人々の前に立つにはふさわ
しくないものでした。しかし、その失敗に向き合うことで変え
られた生き方があったからこそ、彼の遺した言葉は人々の心に
届いたのではないでしょうか。
あなたの人生を通して語るべき言葉を語った時、それを聞いて
くれるのは誰ですか？
相手を愛し、理解しようとするなら私達の言葉は相手に届きま
す。

「生き方によって選びを示すー成熟編ー
　シナリオ ～御霊に動かされる～」　 　Ⅱペテロ1：19-21

まとめ…

相手の心に寄り添い、理解しようとした人達のように私達
も目線を変えなくてはいけません。

私達の口から出る言葉がずれてしまわないように、いつも
神様が私達に語って下さる声に耳を傾けていましょう。

相手の心に寄り添い、理解しようとした人達のように私達
も目線を変えなくてはいけません。

私達の口から出る言葉がずれてしまわないように、いつも
神様が私達に語って下さる声に耳を傾けていましょう。
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高橋司

松田沙和奈

西嵜真由美

西嵜璃愛

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

  その日私は、糖尿病から右足と視力を失い、左足までも壊死が進んでいる
患者さんを受け持っていました。毎日、その足を少しでも守るため処置を行っ
ていましたが、それには痛みという苦痛と、強い臭気が伴いました。
その痛みから、患者さんはじっとしていることができず、いつも大きな声で
「痛い ! やめて !」と叫んでいました。処置には時間がかかり、繁雑に組まれ
たスケジュールから大幅にずれていくことが多くなっていました。同僚の看
護師と共に、焦燥感を抑えきれず、患者さんの身体を押さえつけて処置をす
ることしかできませんでした。その時、ふと患者さんの手に目が留まりまし
た。その人は、病気になる前は、フランス料理のシェフをしていたと話して
くれたことが頭によぎりました。この手でたくさんの人を幸せにする料理を
作っていた人生があったんだ…と思うと、今、この瞬間に患者さんを押さえ
つけて、心ない態度を表している自分に、心のやりどころがなくなりました。
そして私は、心の中で神さまのことを思いました。
「原点に戻るように」と言われた気がして、まず環境を整えました。暗く感
じていた病室を明るくしようと思い、窓を開け換気をし、雑然としたベット
周辺を整えました。そして、別室で治療を受けた後、患者さんと共に帰室し
ドアを開けた瞬間に、病室全体が温かで心地よい風に包まれているのを感じ
ました。その不思議な爽快な感覚を今でも忘れることができません。
神さまは、風と共に澱んだ空気を洗い流し、光が差し込む部屋を用意して下
さっていました。神さまが造られた光や風をも使って患者さんの人生の歴史
を祝福して下さっている、そんな気がしました。それと同時に、多忙を理由に、
患者さんの人生に向き合うことができていなかった自分を悔い改めることが
できました。その日、患者さんの口から「ありがとう」の言葉が聞け患者さ
んにも、私にも、平安を与えて下さった神さまに、心からありがとうを伝え
たいです。

『私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。
私の助けは、天地を造られた主からくる。』   詩篇 121 篇 1節

早天祈祷会6：00~

14 日　西嵜真由美
　　　 富岡喜千朗
15 日　富岡陽子

22 日　平澤一浩
　　　 濱田竜司
　　　 山本淳平

カラダンジョン

じょいふるキッズ15：00~

ﾕｰｽ礼拝17：00~

じょいふるキッズ15：00~

じょいふるキッズ15：00~

早天祈祷会6：00~

教会礼拝チーム
澤口家チーム
泉水家チーム
草井家チーム

目線を変える目線を変える

私的解釈を施してはならない私的解釈を施してはならない

早天祈祷会6：00~

16 日　松田沙和奈
20 日　澤口来海
21 日　西嵜璃愛

早天祈祷会6：00~

 主　日　礼 　拝 主　日　礼 　拝

早天祈祷会6：00~
20：00~県北祈祷会

セル活動

　１日　名越裕晃
　 6 日　平澤初実
　　　  横山淳平
　　　  澤口健太

  7 日　秦泉寺朗子
  9 日　高橋司
13 日　曽我郁斗　　

短所と長所短所と長所

ペテロの生き方ペテロの生き方

どう生きるのかどう生きるのか

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~

サミルｵﾝﾗｲﾝ
サンデーキッズ

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~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

　

　　　岡本爽

淺野愛可　村部稜太

　

　　　富岡喜千朗

25 日　岡本爽
29 日　鈴木由美子
　　　 

新開彩

　

三戸悠暉　眞砂永一

　

那須陽子　小根久保麻由美

　

青木容子

御霊に動かされる御霊に動かされる


