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＜祈祷会の
【箴言】祈祷会では、“
く正しい行いをする人がある（２１：８）”が開かれました。
聖書を用いるようになってから
出しのないことに気付きます
女”ということになりますが、この
【ただまっすぐに】
て進む事
ているわけでもありません。何とかして捕らえようと努め
す。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです”とありま
す。これは正しい
か。そう思った時に
る善を行わず、気付かぬうちに“曲がったりそれたり”するのです。
イサクとリベカも、モーゼに率いられた人々も、
かりでした。創世記も出
いに始まり、曲がってばかりです。しかしこれを私たちは、神の
みの書として読む事が出来るのです。不思議です。
です。画策に明け暮れした人さえ信じたのです。
【しかし恵
の世であくせくしている、信仰者に、“あなたは間違いを犯すかも
しれない、しかし神の救いの大きさを知れ”と語りかけているので
す。アブラハムは星を見せられて、その光景によって神を信じまし
た。“主は彼を外に連れ出して言われた。「天を仰いで、星を数え
ることが
の子孫はこのようになる
は、もっとすごい出来事、十字架と復活の出来事を知りながら、時
として“神を信じないことにしよう”と思ってしまうのです。
【気になる箇所】
のときヘト人ベエリの娘ユディトとヘト人エロンの娘バセマトを妻と
して迎えた。彼女たちは、イサクとリベカにとって悩みの種となっ
た。（創世記２６：３４～３５）”という箇所です。聖書は何気なくこの
事実を記していますが、親の悩みになった（なり続けた）というの
です。これに類することは、誰にでもありそうなことです。“あのこと
さえなかったら”とか“このことが私を台無しにしている”という具合
にです。“こんなはずじゃなかったのに”と思った時、“曲がったり
それたり”した自分を思い出すのです。どうするでしょうか、なかっ
たことにはならないのです。箴言は“清く正しい行いをする人があ
る”と私たちに主の道を、恵
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