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愛を確認する
馬込沢キリスト教会
牧師 山本 進

何事でもそうですが、頭で学ぶだけではなく、
自分にその体験があると実行しやすいです。人を
赦し、受け入れること、すなわち人を愛すること

昔から「罪を憎んで人を憎まず」と言われてい
ます。たいへんすばらしい言葉だと思いますが、

は、まず私たちが赦されているという体験が大き
いでしょう。

実際これを行うことは難しそうですね。どうした

イエス・キリストが私たちの罪のために身代わ

らよいでしょうか。本当にそのことは実現できる

りとなって十字架で死んで処罰を受けられたこと

のでしょうか。

で私たちが多く赦されていると自覚するのがキリ

このことへのヒントになると思われることが聖

スト教の救いです。赦された人は自分が赦された

書のコリント人への手紙第二の２章５～９節にあ

素晴らしさを知っているので、現実の世でも罪を

ります。

犯した人を赦すことができ、処罰を受けた人を受

「もしある人が悲しみのもとになったとすれば、
その人は、私を悲しませたというよりも、ある程
度――というのは言い過ぎにならないためですが、

け入れることができるのです。それがその人への
愛を確認することになるのです。
現代は叱られない時代になっていませんか。大

――あなたがた全部を悲しませたのです。その人

人が物を言わない時代になりました。子供のうち

にとっては、すでに多数の人から受けたあの処罰

に叱られず、あやまって相手の人から赦される体

で十分ですから、あなたがたは、むしろ、その人

験が少ないと大人になっても多く愛することがで

を赦し、慰めてあげなさい。そうしないと、その

きないのです。子供のときに赦された体験を子供

人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしま

たちにしてもらいましょう。私たちは小さな失敗

うかもしれません。そこで私は、その人に対する

をしたときなど、相手の方に赦されたら、多く赦

愛を確認することをあなたがたに勧めます。
」

されたと受けとめるのです。多く赦された人は多

ここから言えるのは、「罪を憎んで」というのは
罪を犯した人が処罰を受けるということです。そ
してそれで十分なのです。
「人を憎まず」というの
は、処罰を受けた人を赦し、慰めてあげることで
す。すなわち罪を犯す前と同じく受け入れること
です。そうすることが、その人に対する愛を確認
することだと聖書は伝えるのです。

く愛することができるのです。
愛多き時代となることを願います。
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主は与え主は取られる
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・ 眞保さんの文より— 早紀江さんが同じく死

——「ブルーリボンの祈り」

亡と告げられた有本恵子さんのお母様の方

（横田早紀江著）を読んで
星のひかり

をいたわるように抱いていらっしゃる姿が
なんとも言えませんでした— 中略— このご

昨年の春頃、拉致関係の報道が続く中、新聞の社

夫妻が家族会の代表であることの深い意味

会面に横田早紀江さんのお話と一緒に「主は与え、

を私は受け止めました。ご主人の皆さんへの

主は取られる」と載っており、驚きました。早紀江

お気遣いとともに、早紀江さんの信仰に裏打

さんがクリスチャンであることは知っていました

ちされた深い愛と思いやりが、同じ悲しみを

が、新聞に聖書のみことばがそのまま、しかも枠で

持つ家族会の方々に浸透していったのでは

囲まれていたのです。そのみことばは私の心にも強

ないかと思われました。

く響き、その後、父の介護をしている時、いつも心

・ 斎藤さんの文より— この早紀江さんのしっ

に残っていました。私たち家族は大変な状況の中で

かりとした声を聞いた瞬間思いました。これ

も多くの恵みを、本当に信じられないほど多くの恵

は早紀江さんの自身の力を超えたものによ

みを与えられました。そして父は「その時」しかな

って支えられている、と。

かったと思われる「その時」に取られました。
横田さんご夫妻のお人柄のすばらしさは、テレビ
の画面を通しても伝わり、家族連絡会の中心的役割
を果たしておられるのは十分理解できました。
早紀江さんがインタビューの時、めぐみさんへ
の愛情あふれる思いを優しく語り、又同時に問題の
本質を分析し、きれいな日本語できちんと話されて

・ たくさんのお祈りが天に届き神さまが早紀
江さんをしっかり支えて下さっていたのだ
と私は確信できました。
・ 早紀江さんの文より— この事件がなければ
キリストに出会うこともなかったでしょう
し、クリスチャンになることもなかったでし
ょう。私はこうして長い年月、神さまに愛さ
れて訓練していただいて今日があることを

いる姿は印象的でした。特に、めぐみさんが亡くな

心から感謝しています。— 中略— 私はいつの

られたとされた時のコメントを聞き、「この方はど

日かめぐみが帰ってきた時に、母は、こうい

んな人なのかしら？どうしてこのようなことが話

う中にあってこのようにすばらしい神さま

せるのかしら？」と尊敬するというよりも不思議に

の御手によって守られてきたということ、多

思っていましたが、この本を読んでわかりました。

くの方々に祈られていたことを伝えたいと
この記録を残すことにしました。
「主は与え、主は取られる。主の御名はほむべき
かな。」
（ヨブ記 1：21）
最後に、一日も早く、拉致問題が、平和的に解決
できるように心からお祈り致します。

各種案内
“ライフライン”

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。

聖書 差し上げます。（無料）

千葉テレビ(46ch)
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春といえば
花見やイースターです
ベラ・ラシェンコ
春になると、暖かくなってあちこち緑が見える
ようになり花は咲き始めます。私が特に日本の春
で大好きなのは桜です。スイスにはそれほどきれ

あ い

す。

（３）

聖書の子育て
何事でも自分にしてもらいたい
ことは、ほかの人にもそのように
しなさい。これが律法であり、預言者です。
マタイ７：１２

いには咲いていませんので。しかしいつも惜しく
感じているのは、桜は早くしおれてしまうことで

第 ２ 号

神様の愛に一番近いのは母親のわが子への愛と
言われています。母親は関心をわが子に置き、安

人生もそうではないでしょうか。今は精一杯い

全に順調に育つよう栄養を与え、守りながら育て

ろいろなことをやっても、ある日突然倒れてしま

ます。病気のときも看病するその愛は母から子へ

うことがあります。そのときに特にむなしさを感

の一方的な愛のようで、これらがアガペー（神の

じます。

愛）にたとえられるのでしょう。

聖書はこれに対して希望を与えます。イエス・

一方的に思えて、実は赤ちゃんのほうでも笑顔、

キリストはご自身についてこう言われました。

喜びをお母さんに返しています。その瞬間お母さ

「わたしは、よみがえりです。いのちです。わた

んの育児の疲れが吹っ飛び、またこの子のために

しを信じる者は、死んでも生きるのです。」

がんばろうと次の意欲がわいてくるのです。一歳

（ヨハネ 11：25）
今年、花見とイースターは同じ時期にあります。

までの赤ちゃんの知恵です。これらは双方のコミ
ュニケーションが愛にとって必要であること、ま

４月１１日の日曜日にすぐ近くにある馬込沢キリ

た普通の人であれば、自然とそうなることを現し

スト教会で行われるイースター礼拝にいらっしゃ

ています。

いませんか。
死に打ち勝たれたイエス様があなたにも希望を
与えてくださるようにと心から願っております。

三つ子のたましい、百までも、という言葉があ
りますが、それは、三歳頃までに身につけたもの
は一生涯その人の土台となることを表しています。
その年ごろに、おかあさんから「私がして欲しい

キリスト教 Ｑ＆Ａ

から、あなたにそうするね。」と聖書の言葉どおり
に育てられたら、その子はなんと幸せなのでしょ

イースター って 何のこと？

う。特に精神的にそのように育てられたら、その
子の人格はその年ごろに円満に形成されるのです。

イースターは、イエス・キリストのよみがえりを
お祝いするキリスト教のお祭りです。
イエス様は、十字架にかけられ死なれました。こ
れを神が人間の罪のために死なれた、身代わりの死
と受け止めます。罪にはさばきが待っているのです

三歳をとっくに過ぎて何十年もたっている私た
ちはどうなるのでしょう？ええ大丈夫ですよ。三
歳の感性で物事を受けとめ、現在の歳の理性で返
していけば、今でも大丈夫ですよ。

が、イエス様が代わりにさばきを受けてくださったのです。
イエス様は、ご自分を無にして（価値のないものとして）仕える者の姿をとり、人間と同じようになられまし
た。イエス様は、人としての性質をもって現われ、自分をいやしくし、実に十字架の死にまでも従われたのです。
いのちある者は、必ず死を迎えます。イエス様は、私たちと同じようになってくださったのです。聖書の預言の
とおりです。
イエス様は、三日目によみがえられました。この預言の成就によって、福音は罪の赦しと死者の復活というの
ぞみを持ちました。こうして、私たちは、希望のある信仰生活を送ることができるのです。 キリストのよみが
えりのいのちは永遠のいのちです。このいのちによって私たちは永遠の神の国に導かれます。

（４）
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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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長野のペンションのオーナー直伝のレシピ
材料 （4 人分）


牛ひき肉 （合びきでも）６００ｇ



ベーコン６～７枚



A

玉ねぎ 1 個 人参１/３本 セロリ５ｃｍ パセリ１本



B

食パン２枚または生パン粉１袋 牛乳１/２カップ



バター大さじ１ 塩、コショウ少々



C



玉ねぎの輪切り １個分



付け合せ

卵１個 塩小さじ１.５ 片栗粉大さじ１ コショウナツメグ少々
じゃがいも しいたけ いんげん トマト等
季節のものなど

作り方
1. 材料Ａをみじん切りにし、Ｂのパン粉は牛乳にひたしておく。
2. バター大さじ１で１の玉ねぎ、人参、セロリをいため、しんなりしたらパセリを加え塩、コショウをする。
3. ひき肉に牛乳をひたしたパン粉、２のいためた野菜、Ｃをいれ粘りが出るまで充分混ぜる。
4. 天板にバターを塗り、手に油をつけて３の種をかまぼこ型に整え、
真ん中をへこませてベーコンでおおい、まわりに玉ねぎの輪切りを
散らし上からサラダオイル大さじ２をふりかける。
5. オーブンで２００度で１０分、１７０度で３０～４５分焼く。
（大きさによって異なる）

我孫子・

馬込十字路

船橋我孫子線（県道 8 号）

鎌ヶ谷市役所方面←

至 柏

武田不動産

西口

駐輪場
マツモトキヨシ
肉屋

グリーンハイツ

丸山
市民の
森

自転車屋

８
木下街道 県道
(５ 号 )
→ 市川方面

馬込沢駅

第一踏切商店会

至 船橋

東口

サミット

藤台第二公園

S

京葉銀行

馬込沢キリスト教会

バス停

N

→駿河台・船橋方面

東武野田線

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

白井 印･西方面 ←

教会案内

東武野田線馬込沢駅西口下車。
駅からバス：バス 5 分藤台第二公園下車、徒歩２分。
駅から徒歩：第一踏切商店会に沿ってグリーンハイツに突き当たるまで歩き、
右折。セブンイレブンがある次の交差点を右折。２０分。
車： 木下(きおろし)街道、武田不動産が目印。

（６）
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下記の集会にもお気軽にご参加ください！
皆様のお越しをお待ちしております！
会場は、すべて 馬込沢キリスト教会です。

小学生のみなさんへ お知らせ！

２
４月 25 日(日)ごご２じ～３じ３０ぷん
ばしょ；はれたら、ふじだいちゅおうこうえん
あめなら、まごめざわキリスト教会
（ｺﾝﾋﾞﾆ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝの近く）

うた、
たのしいゲーム、
せいしょのおはなし
おたのしみ！！！

馬 込 沢 キ リ ス ト 教 会 集 会 案 内
主日礼拝
教会学校
Ｊｏｙ２くらぶ
Ｊふれんず
地図は 5 ページ
にあります！

祈祷会
聖書を学ぶ会

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）
毎週日曜日
9:10～10:15
(中学生まで）
隔月第 3 日曜日
14:00～15:30
（対象：小学生以下）
隔月第 3 日曜日
14:00～15:30
（対象：中学生以上）
毎週水曜日
10:30～12:00
19:30～21:00
毎週金曜日
10:00～12:00

アルファコース（2004 年 4 月 9 日～7 月 23 日）

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。

