しかし、わたしが与える水を飲む人は、いつまでも決して渇くことがありません。
わたしが与える水は、その人の内で泉となり、永遠のいのちへの水が湧き出ます。
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真夏の日差しは、とにかく痛い。ジリジリ
ジリジリと肌が焼けるようです。その日差しをガンガンに浴
ジリジリ
びながら毎朝、前と後に子どもたち、背中にリュック、ハンドルの両側に子どもたちの荷物をぶ
ら下げ、幼稚園に向かっています。高校生や電動自転車の人が風を切って通り過ぎるのを横目で
見ながら、汗だくで必死にこいでいるのは十中八九
十中八九、私です。
十中八九
子どもたちを送った帰り、同じ幼稚園に通う 5 歳ぐらいの男の子とすれ違
います。私が「おはよう」と声をかけると、毎回「おはよう、いってらっしゃ
おはよう、いってらっしゃ
い」と返してくれるのです。これを聞くと気分も、自転車をこぐ足も、軽く
なります。あいさつ
あいさつって、元気が出ますね～！
あいさつ
今月も皆様の上に、ご家庭の上に、神様からの豊かな恵みが注がれますように。

(2021.08.01)

しあわせって何だっけ？？
しあわせって何だっけ？？
しあわせって 何だっけ～ 何だっけ～

この歌、聞いたことありますか？この部分
が強烈すぎて、続きがあったはずなのですが、
思い出せません。早速、インターネット
インターネットで調べ
て見ると、1986 年のキッコーマンの「ぽん酢
しょうゆ」の CM で、明石家さんま
明石家さんまさんが歌っ
明石家さんま
ていたようです。続きは「ぽん
ぽん
酢しょうゆのある家（うち）さ
～ 」でした。スッキリしまし
た！それにしても 30 年以上経
った今でも、メロディーが頭か
ら離れないとは、CM の威力は絶大です。この
CM でキッコーマンは「幸せ
幸せ」とは「ぽん酢し
幸せ
ょうゆ」のある家だと見事に印象づけました。
みなさんだったら「しあわせって
しあわせって 何だっけ
何だっけ～」の後、どう続けますか。
「お
～ 何だっけ～
金がたくさんある家さ～」
「悩みが一つもない
家さ～」などが思い浮かびましたが、う～ん。
幸せを定義するのは、意外と難しい
意外と難しいですね。み
んな幸せにな
りたいのに、何
が幸せかが分
からない。。。

だからテレビや雑誌などで「幸せ」とは「○
○
○を手に入れることだ」「◇◇がないことだ
◇◇がないことだ」
○を手に入れることだ
◇◇がないことだ
と発信され、それらに多くの人たちが乗っか
ります。けれど「ぽん酢しょうゆ」が何本 家
にあっても、
「あ～我が家は幸せだな～」とは
ならないわけです。使い切れないほどお金が
あっても、高学歴・高収入であっても 100
100％
％自
分は幸せだと言い切れる人は
いません。いつも物足りなさを
感じ、次の幸せを追い求めてい
るのです。
先日、社会学者の岡檀
岡檀さんが
岡檀
徳島県の旧海部町の自殺率が突出して低い理
由をまとめた「生き心地の良い町
生き心地の良い町」をもとに、
生き心地の良い町
小さい頃「自分はなんて不幸なんだ」と涙して
いた朝日新聞の岡崎明子
岡崎明子記者が「幸せ」につい
岡崎明子
て、次のように論じていました。

私が一番驚いたのは、旧海部町の住民の幸
（合併した）3
福度が、（合併した）
3 町の中で一番低いこと
だった。そして「幸せでも不幸でもない」と言
う人が、一番多かった。
「本来、人が幸福か不幸かどうかは、簡単に
分けられないもの。･･･
分けられないもの。
･･･

旧海部町の人は、ゼロかイチかの二元論で物
事を捉えない人が多い。そしてその方が、楽に

心の貧しい者・
「心の貧しい者
心の貧しい者
・悲しむ
柔和な者・
者・柔和な者
・義に飢え

生きられるのです」。岡さんはこう説明する。
･･･人はだれしも幸せであるべきで、幸せを

渇く者・
渇く者 ・ あわれみ深い
心のきよい者･
者・心のきよい者
･平和

追い求めるべきだ。近頃、ますますこうした規
範が強まっていないか。

をつくる者・
をつくる者・義のために
迫害されている者」
迫害されている者

･･･「自分はみんなとは違う」という孤立感
が、とてつもない絶望感を生み出すのだ。
それでも、私が比べた「みんな」は、周囲の

せだと思ってきたので、
「心の貧しい者・悲し
む者」が幸せだなんて信じられません。では、

友達やテレビで見る世界ぐらいだった。SNS で
つながっている今の子どもたちの「みんな」は

なぜ「心の貧しい者・悲しむ者」が幸いなので
しょうか。それは自分には誇れる
誇れるもの
ものが何一
誇れる
もの
が何一

桁違いに多いだろう。その上、実生活での幸せ
ぶりをアピールする場でもある
ぶり
をアピールする場でもある SNS は、幸せ

つない
つない と悟り、自分の無力さを十分に味わっ
ているからです。これは一見すると、不幸にみ

への強迫観念
への強迫観念を増幅する装置とも言える。
強迫観念を増幅する装置とも言える。
･･･禍福はあざなえる縄のごとし。
･･･
禍福はあざなえる縄のごとし。もちろん

えます。なぜなら私たちはこれまで自分を誇
ることで、人々から「いいね！
いいね！」と評価され、
いいね！

生死にかかわる苦境は、政治や社会が取り除
生死にかかわる苦境は、政治や社会が取り除
かねばならない。その上で「常に幸せでなくて
は」というこだわりがなくなれば、この世はも

自らで幸せを勝ち取ってきたからです。
しかし自分の無力さを認めることで、私た
ちは無理して自分を大きく見せる必要がなく

っと、生きやすくなるはずだ。

なります。それ以上に、私たちを愛してくださ
る父
父なる神様に頼ることができるのです。こ
なる神様

【朝日新聞 2021
2021.
21.6.30「多事奏論
30「多事奏論」より】
「多事奏論」より】

この記事を通して、自分の「幸
せ」を人任せ
人任せにしてきたのではな
人任せ
いかと気づかされたのです。私た
ちは往々にして自分自身が充実
し、幸せそうに見えているかどうかを気にし
ています。周りの人から「いいね！
いいね！」
「うらや
いいね！
うらや
ましい～」
「幸せそう
幸せそう」と評価され、認められ
ましい～
幸せそう
て初めて、自分が幸せだと感じるのです。そし
て、この幸せを持続させるために、私たちは常
に自分が幸せであることをアピールし、幸せ
を盛
っています。これではいつまで経っても、
盛っています
私たちは幸せになれません。逆に「常に
常に幸せ
幸せで
常に
幸せ
で
なければ」という思いに押しつぶされてしま
なければ
うことでしょう。
それでは本当の幸せとは、何でしょうか。イ
エス様は幸せとは、次の 8 つの状態にある人
エス様
のことだと教えておられます。
○
○
○
○
○
○

私たちは心豊かで、喜んでいる人こそが幸

れこそ私たちにとって幸い。けれ
どプライドが高い私たちは、自ら
の無力さを認められません。
私もその一人です。自分のプラ
イドが邪魔をして、父なる神様に
頼り切れない。そんな私を父なる神様はいつ
頼り切れない
も砕いてくださり、無力であることを教えて
くださるのです。そして自分の無力さを認め
無力さを認め、
無力さを認め
ご自身のもとにくるように招いてくださいま
す。このように無力なままで父なる神様のも
とにいくことが私たちにとって何よりも大き
な幸せなのです。
ぜひ自分を誇り、自分で作り出す幸せでは
父なる神様に頼り切る幸せをご一緒に
なく、父なる神様
父なる神様
味わっていこうではありませんか。

心の貧しい者は幸いです。
天の御国はその人たちのものだからです。

礼
拝 毎週日曜日 10：30～12：00、16：00～17：00
祈 祷 会 毎週金曜日 10：30～12：00
イズミン・キッズ 毎週日曜日 9：30～10：20
おやこ de えほん 毎週水曜日 10：30～13：30
Prayer of the Kitchen 毎月第三火曜日 10：30～12：00
Friendly English(
English(子ども英会話教室)
子ども英会話教室) 毎週火曜日 16：00～18：10

