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団体が愛を持つこと
山本

進

愛の大切さをパウロは一世紀にはすでに
説いていました。
たとい、私が人の異言や御使いの異言で話
しても愛がないならやかましいどらや、うる
さいシンバルと同じです。またたとい私が預
言の賜物を持っており、またあらゆる奥義と
あらゆる知識とに通じ、また山を動かすほど
の完全な信仰を持っていても、愛がないなら
何の値打ちもありません。またたとい私が持
っている者の全部を貧しい人たちに分け与
え、また私のからだを焼かれるために渡して
も、愛がなければ何の役にも立ちません。
（聖
書、コリント人への手紙第一１３：１
～３）

人類は、人の集まりの愛、団体の愛という
問題をどうしても解決しなければならない
と思います。何千年かかっても、これを解決
していかないとならないのです。
民主主義で個人を大切にするアメリカの
軍がイラク人捕虜を虐待していました。金正
日体制の北朝鮮は国民への制限をしすぎて
います。我が国においては、民間人小和田雅
子さんを真に受け容れることができますで
しょうか。団体が個人を愛することの大変さ
をつくづくと感じるのであります。でもそう
でなければ、何をやってもすべてが元の木阿
弥であり、元通りになってしまいます。
団体が愛を持つには、やはり団体の物事を決
めるメンバーの一人一人が、個人への愛を持
って事にあたることでしょう。

パウロは、私の神様はすばらしいと言って
も、愛がないなら他の人に対してうるさい音
と同じ、何の値打ちもなく、何の役にも立ち
ませんと言います。本当にそうだなあと思い
ます。そして個人が愛を持つと同時に、人の
集まりも愛を持つことでしょう。
いろいろの人がいろいろの人に対してい
ろいろの愛を持つ。一人一人にはこの自由さ
がありますが、人の集まりとなると、そう簡
単ではありません。

各種案内
“ライフライン”

“聖書”

あなたの心に福音を！
毎週土曜日 朝 7:00～7:30
ぜひ、ご覧下さい。
差し上げます。（無料）

千葉テレビ(46ch)
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ぐみの実
馬込沢駅からサミットのアーケードを抜けて溝

５０年もずっと昔のことだからそのときの仲間が

を渡った左側に野ぐみがあります。六月上旬の今、

誰だったか、そこのおじさんの顔も思い出しませ

小さな実をびっしりつけてきれいです。

ん。暑くはないが、ぽかぽか暖かい日でした。小さ

幼い日の僕の鹿児島の実家やじいちゃんの庭に

い子供が、誰にも見つからないと思って盗もうとし

は、みかん、いちじく、なつめ、梅などがなってた

たのを、大人はちゃんと見ているのだなとはっきり

のしみでしたが、びわやぐみはなかった。村の中を

そのとき知りました。そしてそのおじさんが、僕の

歩いて廻ってもぐみは殆ど見かけなかった。夏を迎

じいちゃんと仲良しであって良かったなと思いま

える今時分になると葉が青々と生い茂り、実は真っ

した。

赤にふくらんで、それも透き通っているようで本当

たいした事件でもないのに、幼い日のひとコマで

にきれいなのです。小学校の校庭の脇の家にあった

す。どうしていつまでも覚えているのでしょう。ち

ので、遊んでいるとみんなで欲しくなりました。そ

ゃんと誰かが見ているということと、じいちゃんに

こで仲間とこっそりぬき足、さし足で近づいて、あ

助けられたこと、そして真っ赤なぐみまでたくさん

たりを見まわして、どんなにしたらぐみを上手にち

食べられたことが、幼い小さな心には宝物をもらっ

ぎりとることができるか考えます。ぐみの木は大人

たような大事なひとときだったのかな・・。

だって手も届かないほど大きいのです。登ってしま

必ず見ている方、います。罪をゆるし、救ってく

えば見つかったとき逃げられないし、棒で叩き落せ

ださる方、にこにこしています。それはイエス・キ

ばぐちゅっとつぶれてしまうし・・・。

リストだと１０年後に知って、洗礼を受けました。

「こらっ、おまえたちはそこで何をしとっか！」
のとつぜんのどなり声。急だったので、やぶにじゃ

それからも４０年、本当だと信じて、今まで生きて
きましたよ。

まされて逃げられず、みんなすくんでしまいました。
「どこの誰じゃ」とこわい顔が立ちふさがるので、
一人づつ名前を言います。僕の番になって「駅の前

もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあ
なたがたを赦してくださいます。
（マタイ 6：14）

のくつ屋がじいちゃんのおうちです」と見上げたら、
笑顔に変わっていって「そうか、稲治さんの孫かぁ。
おまえ、とって食っていいぞ」と許してくれたので
す。

聖書の子育て
感謝の心を持つ人になりなさい。

コロサイ３：１５

大きい事柄では感謝の思いは自然にわいてきますが、小さい事柄のときはわかないかもしれません。
それができるには感謝の心を持つことです。どんな小さい事でも、それが有り難いときには感謝の心を
持つことは大切です。大人が小さいことに感謝の心を持ち、その姿を見せていることで、子供には押し
つけではなく、自然に小さいことにも感謝することが伝わるでしょう。
そして聖書を見ますと感謝のことが書かれているほとんどは、神への感謝です。神に感謝することは
感謝の基本と言えるでしょう。無神論より神を信じるほうが感謝にとって自然です。現代では公教育で
は信仰を教えることができません。ひょっとしたら私たちは感謝の基本を伝える機会を失っているかも
しれません。家庭では、ぜひ感謝をした生活を送りたいものです。
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愛（ジョージ・ハーバード）
シッポ
神様の前に出たいと思うときや、神様の元に近づ
きたいと願うとき、あまりにかけ離れて汚い弱い自
分の姿しか見えないときがありました。クリスチャ
ンとは、もっと聖く、美しい姿でありえると考えて
いましたが、神様は、そのままの姿で光照らされて
歩むことを望んでおられるのだとこの詩を読んで思
わされました。
「よく来てくれたね」
愛は温かく迎えてくれた。
こんな私を・・・。
けれど私はしりごみした。
自分の罪と汚れを恥じて。
伏し目がちに部屋に入ってきた時から
気おくれしている私の様子を
愛はめざとく見つけていた。
私のそばに来て、やさしく尋ねた。
「何か不足しているものがあるのか」

私は答えた。
「この部屋にふさわしい客がおりません」
「ほかでもない、あなたがその人だ。怖がることは
ない。」
「こころ冷たく恩知らずのこの私がですか。
主よ、私はあなたの御顔を仰ぐ値打ちのない者で
す。
」
愛は私の手を取り、ほほえんで言った
「あなたの眼を造ったのは、このわたしではないか」
「そのとおりです。主よ。
けれど私はそれを汚してしまいました・
私の恥にふさわしいところへ行かせてください。
」
「だれがあなたの罪を負ったか、
あなたは知らないのか」
「主よ、それでは、私をあなたに
仕える者としてください。」
「ではここに座り食しなさい。
わたしのからだを。」
こうして私は座に食した。
愛の君の命じられるままに。

私の趣味（サイクリング）
心が清くなりたい人
現在私は休職中です。体を動かさないとすぐに太ってしまう私は、毎日の日課としてサイクリングを行っ
ています。
市川動植物園でサイクリングをして、それからベンチに座って自然の景色を見ながら「あー、空は高いな」
「カルガモたちは何を考えているのだろう」などとボーっと考えながら公園にいる人たちを観ています。
野鳥が多くてカルガモ、カワセミ、ルリビタキ、ツグミ等を見ることが多く、私も大分野鳥の種類を覚え
ることができました。ルリビタキは別名「幸福を呼ぶ青い鳥」といわれ、その青い羽根には私も感激しまし
た。
空の鳥を見なさい。種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしません。けれども、あなたが
たの天の父がこれを養っていてくださるのです。あなたがたは、鳥よりも、もっとすぐれたものではあ
りませんか。
あなたがたのうちだれが、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことができますか。
なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、
紡ぎもしません。しかし、わたしはあなたがたに言います。栄華を窮めたソロモンでさえ、このような
花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。
きょうあっても、あすは炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、
ましてあなたがたに、よくしてくださらないわけがありましょうか。
（マタイ 6：26～30）
これはイエスキリストの言葉です。
人にはいろいろなことがありますが、今のこの状況を受け止めて、神様と一緒に
毎日一生懸命生きていくことが今の私の課題だと思っています。
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このレシピは、シトウツ宣教師夫人マドレーヌさん
より直伝のもの。英語で書いてくださってあったレ
シピを和訳しました。みかんは冬の果物ですが、オ
レンジでもまた缶詰でもＯＫです。マドレーヌさん
が日本の材料を工夫されたレシピのひとつです。バ
ター、卵の変わりに牛乳を加えた身体にやさしいケ
ーキです。

材料
バターケーキ部分（２０ｃｍ～２２ｃｍ程度の丸型）
・バター
70g
→室温に戻す
・砂糖
150g
→室温に戻す
・塩
ひとつまみ
・卵
１個
→室温に戻す
・牛乳
100cc
→室温に戻す
・薄力粉
200g
→振るっておく
・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ
小さじ 2→振るっておく

フィリング・みかん
大２個
・砂糖
60g
・コーンスターチ
小さじ４
・みかんの絞り汁 200～250cc
・生クリーム 適量

作り方
① バター、砂糖 150ｇ、塩を順に混ぜ合わせ、なめらかになった
ら卵、牛乳、薄力粉、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰと加えていく。このとき
ゴムベラで切るように（練らない）しっかり混ぜていく。
② ①を型に流し込み、１８０℃のオーブンで３０分程度焼く。
竹串をさして何も付いてこなければさまし、真ん中を少しくり
ぬく。
③ みかんの絞り汁と絞り汁で水溶きしたコーンスターチと砂糖
60g をフライパンに入れ、混ぜながら１分間沸騰させる。さら
にカットしたみかんの房を加え煮詰める。
④ ②のくりぬいた部分に③を注ぎ、冷蔵庫で３～４時間冷やす。
⑤ ホイップした生クリームで飾り付ける。

馬込沢キリスト教会 集会案内
主日礼拝

毎週日曜日
10:30～12:00
(小さいお子様連れでも安心の母子室あり)
教会学校
毎週日曜日
9:10～10:15
(中学生まで)
Ｊｏｙ２くらぶ
隔月第３日曜日
14:00～15:30
(対象：小学生以下)
Ｊふれんず
隔月第３日曜日
14:00～15:30
(対象：中学生以上)
祈祷会
毎週水曜日
10:30～12:00
19:30～21:00
聖書を学ぶ会
毎週金曜日
10:00～12:00
子どもの勉強会
毎週土曜日
9:30～11:30
＊会場・時間の変更のある場合があります。
＊馬込沢キリスト教会(電話)０４７－４４５－６５３５
(鎌ヶ谷市西道野辺 15-8)までお問い合わせください。

