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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今年はとにかく寒いですね～雪がちらつく
ちらつくと、
子どもたちは大はしゃぎ。積もった雪で遊ぶこ
ちらつく
とを楽しみにしていましたが、残念ながら積もりませんでした。そんな彼らに少しでも冬を楽し
んでもらおうと思い、スケート
スケートに行きました。私自身、20
年ぶりで最初は立つのがやっと。そ
スケート
れなのに両手に子どもたちという無謀なことをして、案の定、三人ですってんころりん
すってんころりん、おしり
すってんころりん
を強打しました。その後は、一人ずつ滑り初め、転びながらも諦めずに一
時間近く楽しんで、徐々に上手に
上手に滑れるようになったのです。そんな彼ら
上手に
のたくましさ・成長を見て、嬉しくなった冬の一時
一時でした。
一時
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。

(2022.02.01)

違いは素晴らしい～
ここ 2，3 年、買おうか買うまいか悩んでい
時々、同じ母親から生まれ、同じものを食べ、
たものがあります。それはジグソーパズル
ジグソーパズルで
同じように育てているのに、どうしてこうも
ジグソーパズル
す。年末、子どもたちと買い物に出かけたとき、 違うのかと思うことがあるのです。けれど、こ
ついに買ってしまったのです。
「買って良いか
おかしなことではなく、一人ひとり
れは全くおかしなこと
おかしなこと
な～」と私。
「良いんじゃない、ずっと欲しか
が違う人格として造られているからですね。
ったし」と子どもたち。
「1000 ピースと 300 ピ
私たち夫婦も顔がよく似ていると言われます
ース、どちらにしようかな？」と私。
「1000 ピ
が、性格は全く違います
全く違います。この違いを受け入れ
全く違います
ースは多すぎない？できないかも知れないか
るのが実に難しい。私は妻が自分と同じ考え
ら 300 ピースにしたら～」と子ど
のはずだ、いや同じ考えであって
もたち。本当は 1000 ピースが欲
欲しいと思っています。ですから
しいと思いながら、彼らのアドバ
自分の考えと違う言動をすると、
イスを素直に受け入れ、300 ピー
イラッとするのです。
スを購入。家に帰って早速、パズ
先日、こんな事件
事件がありました。
事件
ルをスタート。次男が根気よく
根気よく付
私が「温かいお茶をくれる～」と
根気よく
き合ってくれて、3 日後に完成！二人で大喜び。 お願いすると、優しい妻は快く“温かいお茶”
記念写真も撮りました。
を入れてくれました。その後、妻はスティック
美味しそうなミルクティー”を自
さてジグソーパズルの醍醐味は、一つとして
状になった“美味しそうなミルクティー
美味しそうなミルクティー
同じかたちはなく、一つでは何だか分からな
分のために入れ始めたのです。そこで私は心
の中で思ったわけです。
「おいおい、そこの奥
いピースが、それぞれふさわしいところに組
一つの
素敵な作品
作品にな
さま。その“美味しそうなミルクティー”があ
み合わされることで、一つ
一つ
の素敵な
作品
るところですよね。
“一つとして同じものはな
ったなら、私にもそれを入れてくださいな。そ
い”なんて、私たちとよく似ています。我が家
んなこと言わなくても夫婦だったら分かるで
の子どもたちも、 しょ」そして妻に「何でオレは、温かいお茶な
それぞれ個性的
の？」と伺うと、
「あなたが温かいお茶が欲し
です。好みもこだ
こだ
いと言ったから」
「イヤイヤ、でもさ～分かる
わりも違います。
わり

よね～」「分からない」「･･･」

この時、初めて夫
婦でも分かり合え

また私たちがみんな違うのは、私たちがお
配慮し合うためなのだと書かれていま
互いに配慮し合うため
配慮し合うため

ないことがあるの
だと悟りました笑。

す。何でもかんでも同じでなければならない
と考えると、私たちは相手を批判したり、相手

「そんなの当たり前だ～何年夫婦をやってい
るんだ！」と突っ込まれそうですが、、、。ある

を変えようとします。そこに相手を思い、寄り
添う気持ちなど湧いて来ないのです。私もこ
添う

先生が、そんな私の愚かさをばっちり言い当

のことで、たくさんの失敗をしてきました。多

てていることば
ことばを語っておられました。
ことば
私たちは同じ出身地・同じ出身校・
同じ出身地・同じ出身校・同じ家
私たちは
同じ出身地・同じ出身校・
同じ家

くの人を傷つけてしまったのです。マザー・テ
レサは言います。
「人を裁いていると、人を愛
レサ
人を裁いていると、人を愛

族・同じ思想
・同じ思想・同じ信仰
思想・同じ信仰なら、
・同じ信仰なら、同じように考え
同じように考え、
ように考え、
同じように行動するはずだ
同じように行動するはず
だと決めつけてしま

する時間がありません」まさに相手に配慮す
する時間がありません
ることができなくなってしまうのです。

う傾向があります。
う傾向があります。そうすると相手が、
そうすると相手が、もしか
したら自分と
自分と違う心
違う心・考え
・考えを持っているかも
したら
自分と
違う心
・考え
を持っているかも

それでは配慮し合うとは、どういうことで
しょうか。それは「喜んでいる者たちとともに
喜んでいる者たちとともに

知れないと考えられなくなってしまうのです
知れないと考えられなくなってしまうのです。
うのです。 喜び、泣いている者たちとともに泣く」
泣いている者たちとともに泣く こと。
この傾向はコロナ禍にある、ここ 2 年間で
私が神学校に入学する前にある方が、この聖
さらに強くなったように感じます。同じよう
に考え・同じように行動することが善
善 だとさ
れ、周りと違う、異なる発言・行動
をすると、頭ごなしに批判されて、
切り捨てられてしまうのです。確か
にみんなが同じように考え・同じよ
うな性格だったら楽ですし、安心し
ます。争いもないでしょう。けれど
私たちはやっぱりみんな違います
みんな違います。完全に同
みんな違います
じ考え・同じ性格の人など存在しないのです。
得意なことも、苦手なものも人それぞれ。
私たちの教会も、とてもユニーク
ユニークな人たち
ユニーク
が集っています。一番ユニークで吹っ飛んで
いるのは、私かも知れませんが。。。年齢も、育
ってきた環境も、働きも、国籍も違うのです。
みんな同じ考え・同じ性格ではありません。
時々、自分とは全く違う意見を言われて、ビッ
クリすることもあるのです。けれど聖書は「違
クリ
いは正すべきで、みんな同じでなければなら
ない」と教えていません。身体には、様々な器
官があって一つとなっているように、お互い
の違いを受け入れ、イエス様を信じる信仰
イエス様を信じる信仰に
イエス様を信じる信仰
よって一つとなるようにとあるのです。
○
○
○
○
○
○

書のことば
ことばを贈って下さいました。このよう
ことば
な牧師になってくれるようにと。それから 10
数年の歳月が流れましたが、自分の
配慮の無さを日々覚える者です。喜
んでいる人をねたみ、泣いている人
に寄り添えない弱さ
弱さがあります。け
弱さ
れど一つ確かなことは、お互いに配
慮し合おうとする教会
教会が、違いを否
教会
定するのではなく喜ぼうとする教会が、私に
は与えられているということです。喜び、弱さ、
苦しみを素直に語ることができ、イエス様の
イエス様の
愛によって完璧ではないけれど愛し合える仲
愛によって
間がいることは、何という幸いでしょうか。
ぜひユニークな人たちが集う教会に、ユニ
ークなあなたが来てくださることを心からお
待ちしています。そしてお互いの違い
違いを喜び、
違い
配慮し合い、祈り合うことができたらと願っ
ています！

見よ。なんという幸せ
なんという楽しさだろう。
兄弟たちが一つになって
ともに生きることは。

礼
拝 毎週日曜日 10：30～12：00
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

