
　

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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（要約者：行司 佳世 ）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

サランｵﾝﾗｲﾝ
合同集会 (ﾕｰｽ)

  今週もエゼキエル書(27章～33章)を読み進めていきましょう。
先週の25章～今週の32章にわたって、イスラエルの近隣諸国と、
その辺りで最も強いツロとエジプトへの裁きが預言されていま
す。イスラエルに敵対した事、罪へと誘う役割を果たした事、更
にイスラエルと同じ罪を犯している事により、主の裁きを受ける
べきことが示されています。ツロとエジプトの王にいたっては、
傲慢にも自分たちを神々のように見なし、善悪の基準すら自分た
ちで決める事ができると思っていました。その傲慢に報いる為、
バビロンを用いてツロとエジプトを滅ぼすと語られました。32
章では、エジプトの王は自分を百獣の王、王の中の王と誇ってい
ましたが、実態は泥の中で動くワニにすぎず、その肉は鳥や獣に
食べられる存在だと語っています。主の裁きはエジプトだけでな
く、過去に滅んだ大国と小国すべてに及んでいます。イスラエル
のように、主との契約関係の中になくとも、すべては主の主権の
下にあることが実証されています。主がご自分の民を回復される
契約は何者によっても妨げられることがない事を示し、捕囚の民
への光となりました。私達の全ての営みが主の御手の中にありま
す。私達にとって喜べる事も、喜べない出来事をも用いて祝福し
てくださろうとしている神様を賛美し歩みましょう。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵 伝道師 
全本 みどり
西山 秀平

　

8 月の誕生者
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眞砂 永一

　先日、皆さんと一緒に開催した子ども向けのイベントには、「誘惑者」役
がいてこの人たちは、頑張っている子どもたちに、そうさせまいと誘惑する
役でした。誘惑者はいたる所で働いて、まじめに働こうとする子どもたちを
悪い道へと誘惑していました。この誘惑者のことを、参加した子どもたちは
よく覚えていました。このことは、私たちにも同様にあるのです。何もない
平安な環境の記憶よりもそうでない環境の方が記憶に残るのです。今日の箇
所 (Ⅱペテロ 3:3-4) にもある通りです。しかし、私たちはその様々な言葉に
惑わされてはならない (Ⅱペテロ3:1-4)、また、私たちが侮辱を受ける時「主
の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のよう (Ⅱペテロ 3:8)」
であることを覚えよ、と語られています。私たちは、一時の目の前に起こる
誘惑や言葉によって右往左往させられて間違った決断をしようとするのです
が、聖書は違うと教えてくれているのです。目の前のものに騙されてはいけ
ません！

　誘惑者は、私たちのこと…私たちをダメにする最大のポイントをよく知っ
ています。ですから、私たちが欲するものを目の前にポッと出してきます。
この聖書箇所が書かれた時代の社会は荒廃していました。サタンは偽キリス
トや偽預言者をたてて情報を操作し、何とかして人々を取り込もうとしてい
ました。これは、今現在も起こっています。たくさんのウソとあらゆる情報
が私たちを支配しようとしています。そんな中で、私たちがどう行動するか
が大切です。

　「惑わされる」のは「神の時を見失う」からです。「神の時」と言うのは、
何かをやろうとした時、うまくいかなかったり、問題が起こったりするので
す。これは人によって期間が変わってきます。ダビデは約３０年、ヨセフも
そのくらい、モーセに至っては８０歳になるまででした。アブラハムも８０
歳までイサクを授かるという願いが叶うまで時間がかかりました。この人た
ちは、マリヤの言った言葉の通り「主によって語られたことは必ず実現する
と信じきった人は、何と幸いなことでしょう ( ルカ 1:45)」を信じ切った人
たちです。私たちはどうでしょうか。いざという時・計画していたことがう
まくいかない時・今まで継続していたことが計画通り進まなかった時、「主
によって語られたことは必ず実現する」と信じ切れているでしょうか。マリ
ヤは結婚前に受胎告知を受けました。これは普通のことではなく、その時代
では死刑にあたるほどのことでした。マリヤにとっても、婚約者のヨセフに
とっても最悪の出来事でした。しかし二人とも御使いに「恐れるな」と語ら
れたので、それを信じて行動し結婚したのです。そして、身重のマリヤをロ
バに乗せエルサレムまで何日も旅をして、宿泊する宿もない中、糞土にまみ
れた汚い家畜小屋で医者も誰もいない中でイエスさまを生みました。私たち
なら「最悪だ。あの時の御使いの言ったことは嘘だったのでは？」と諦めた
い思いになるのではないでしょうか。しかし、彼らは違いました。彼らは、
人生最大の死を覚悟した決断を最後まで信じて乗り越えたのです。ペテロは
この手紙を書いた理由として私たちの「記憶を呼び覚ますため」「純真な心
を奮い立たせるため」だと言っています。純真な心と、私たちが最初に受け
取った神さまへの最初の思いは決して変わることがないもので、誰もが抱い
ているものです。しかし、この大事な思いとは別に私たちには打算や恐れ・
欲望によって、本来私たちが信じている純真な良い心「じゃない」方を選ん
でしまうのです。私たちには、いつもこのような誘惑が起こってきます。気
をつけなければいけません。こんな時、私たちが諦めてしまったら終わりな
のです。もしも今うまくいっていないと感じる人は、過去の記憶をたどって
みてください。必ず途中で諦めたことがあります。結果、うまくいった人は
途中でうまくいかなかった時が必ずありました。でもその時諦めなかったか
らうまくいったのです。

ではなぜ私たちは諦めてしまうのか…それは、誘惑者に、そうするように飼
育されているからです。神の言うことを聞けないように飼育されてしまって
いるからです。だからペテロは、私たちが最初の思いを思い出すよう・奮い
立つために何度も神に従うことを伝えているのです。(Ⅰサムエ15:22-23) と
書かれています。何よりも神さまに従うことが大切です。主の御声に従うこ
とは生贄に、どんな行動や捧げものにも勝ると言われています。そして、最

後まで耐えしのぶ者は救われます。ぜひこの御言葉にたって主の御声に聞
き従っていきましょう。そうすれば、私たちの願いと思いをすべて知って
おられる主が守ってくださいます。しかし、私たちの心に恐れがあると御
声に聞き従うことができなくなります。

だから、神の時を見失わないでください。神の時は私たちには分かりません。
私たちが計画した通りには行きません。なぜならば、全知全能の神さまが
全てのものが最善となるように完璧に計画されているからです。この主の
計画をズラすのは私たちだけです。私たちが少しズラすと神さまの計画し
ていたことの歯車が全てかみ合わなくなってしまうのです。神さまは、そ
れを何度も愛によって全てリメイクしてくださるのです。どれだけズレて
も戻してくださり、今度はズレないようにしてくださいます。ですから「み
ことば」と「主であり救い主である方の命令」を思い起こせ (Ⅱペテロ 3:2)
と語られています。この命令とは「心の貧しいものは幸いであれ」と言う
ことです。心の貧しいというのは私たちの人生の中で、自らでは生きられ
ない・自分には頼るべきものが神以外にはないと知り、助けてくれる神を
探し求める姿のことです。このことを通して私たちは、最初の思いを思い
出して奮い立つことが出来るのです。神さまは、私たちの周りに「キリス
トの来臨の約束はどこにあるのか」と言ってくる者が現れた時に騙される
なと教えてくれています。悪は「火に焼かれるためにとっておかれ、不敬
虔な者どものさばきと滅びとの日まで保たれている (Ⅱペテロ 3:6-7)」とあ
るので、何でだろうと思うほどの悪人が一時はうまくいきます。しかし、
そんな人を通して自分の悪を見出すことが出来るので、私たちの悪を捨て
ることが出来るのです。

自分の目の前に起きている 1 日の不可解な出来事…これがたとえ 1 年続い
ても神さまの目で見ると、それは 1 日と一緒です。私たちは「こんなのが
いつまで続くのですか」と不満が口に出ます。しかし神さまの目から見る
と一瞬なのです。私たちはこの一瞬によって多くのことを学んでいます。
相手の身になって「自分ならどうするか」どう判断するかを、また、適切
な言葉を選んで発言する重要さを学びましょう。神の目では一瞬の出来事で、
私たちは人生で最善な大切なことを学び、問題は過ぎ去っていくのです。
この一瞬で過ぎ去るような時にどういう決断が出来るかが私たちに委ねら
れています。

「時に惑わされるな」「神の時を見失うな」
～千年は一日は千年～ Ⅱペテロ３:１～８

最後に…

もう一度思い起こしてください。ペテロは人生の終わりに私たちに語っ
てくれています。「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)」これが出来れば大丈夫です。言葉を発する時、自分は特
別な存在で徳が備えられていることを忘れないでください。そして、次
に大切なことは神の目では一瞬の中で多くの問題を通して、諦めずに信
じ続けたら必ず願いは叶えられることを体験します。これが「知識」と
なります。最後に、私たちは神の愛によって支えられ問題を乗り越える
ことが出来る、成し遂げられることを知ります。3 章を通して神さまは
「1 日が千年のようであるから、あなたは 1 日の出来事で近視眼になっ
て盲目になって諦めるな」と言っています。
【ヘンデルを通して】
ヘンデルは「メサイア」という曲を1741年、56歳の時に作曲しました。
これはイザヤ 53 章を歌ったものです。この曲はヘンデルが非常な苦難 
( 心筋梗塞やリウマチ等の病気や経済的困難等 ) の中で神に祈った時突
然元気になり、たった 3 週間で書き上げられました。当時は知られな
くとも、今ではみなさんのご承知のとおり全世界で知られる名曲となっ
ています。一人の人が神に立ち返り、神の声に聞き従い、神の計画を成
し遂げると、その時はどんな小さなことであっても、後の時代に継承さ
れていくのです。私たちはどうでしょうか。神の計画を無駄にしていな
いでしょうか。様々な誘惑してくる言葉によって諦める人生ではなく、
主の御声に聞き従い神の計画を成し遂げる者となりましょう。

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~

先月14日に、母が天に召されました。母は富山で独り暮らしをしてい
ましたが、アルツハイマー病を患ったのを機に 5年前に岡山に移り住
みました。その後、こちらの教会に通い、4年前に洗礼に授かること
が出来ました。
母の容体が悪化してから、私は葬儀はどうしようかと考えていました。
私は、元々ひっそりと家族葬を行うと考えていたので、教会での葬儀
を行うことに躊躇がありました。しかし、牧先生からの勧めもあり、
教会で行わせて頂くこととなりました。
母は高齢だったこともあり、生前はクリスチャンとしての証を人々に
立てる機会がほとんど無かったと思われます。しかし、教会で葬儀を
やることになったので、疎遠になっていた姉夫婦や姪、コロナ禍以降
なかなか会えていなかった妻の姉弟らが来て、キリスト者が天に召さ
れる恵みについて聞くことが出来ました。また、母が富山にいた時に
お世話をしてくださった親友も葬儀の動画を見ると言って下さいまし
た。私の義兄は、葬儀の動画をユーチューブで何度も見て感動してい
たということを、後日姉から伝えられました。また、彼は教会に行き
洗礼を受けたいと言っているようです。ハレルヤ！このように、母は
人生の最後に、死を通して主の恵みの証を多くの人々に立てることが
出来ました。
参列してくださった皆様、お祈りに覚えてくださった皆様に心から感
謝申し上げます。本当にありがとうございました。私たちのまだ救わ
れていない親族の為お祈りください。私たちも皆様のご親族の為お祈
りしております。

「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。
しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。」
ヨハネ書 12：24

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
　　　 山本淳平

ﾕｰｽ礼拝17：00~

誘惑に惑わされるな誘惑に惑わされるな

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

　１日　名越裕晃
　 6 日　平澤初実
　　　  横山淳平
　　　  澤口建太

  7 日　秦泉寺朗子
  9 日　高橋司
13 日　曽我郁斗　　

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~

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

   佐藤仁実　藤原友規子

　

　　　

25 日　岡本爽
29 日　鈴木由美子
　　　 

新開彩
三戸悠暉　眞砂永一

岩崎晃輝

　那須陽子 小根久保麻由美
　青木容子

小林茂

早天祈祷会6：00~ ﾕｰｽ礼拝17：00~

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~ ﾕｰｽ礼拝17：00~

誘惑者の誘い・惑わし誘惑者の誘い・惑わし

神の時を見失うな（パートⅠ）神の時を見失うな（パートⅠ）

主の御声に聞き従う主の御声に聞き従う

だから神の時を見失うな（パートⅡ）だから神の時を見失うな（パートⅡ）

一日は千年、千年は一日一日は千年、千年は一日


