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＜今朝の聖書
【主人が帰って来る
して、幾度となく語られていることです。その姿はまさしく主人です。け
れども、この主人の姿は私たちがうっかり受け止めてしまう
かなり違っているようです。私たちは、テモテⅡ
えなさい。善
しなさい”とあることを思い出してしまいますが、そうすると中心になる
のは“私の判断”が中心となってしまいます。しかし今朝の喩の語る主人
の主は全能者です。私たちは比較や損得で主人を判断することを好み、選
ぼうとしますが、この主は否応なく、私たちの状況に関係なく帰っておい
でになる
のできない主なのです。“創造主”とか“審判者”という言葉が使われま
すが、これを司る主なる神というべきです。
【未経験の世界
私たちの教会は、まだ経験したことのない、いかなる力も寄せ付けない力
を、“懐かしい”といい、希望にしています。讃美歌の
れぞれ6
体験したことのある天の国を示す言葉として用いられています。
教会は、
【信仰者の姿
を知りながら何も準備せず、あるいは主人の思いどおりにしなかった僕
は、ひどく鞭打たれる
んな思いが忍び寄って来るのです。
うことではないのです。完璧に打ちのめされ立ち直れないという裁きで
す。また“
しで済む
ということを示します。彼はおそらく、覚悟を決めて主人の前に進み出る
ことでしょう。“自分のことを顧みると、どうや
をいっぱいして来た”と思いながらです。けれどもここで主は、従おうと
努める者に、御自身の
は天国行き”と宣言して下さいます。交換して下さるのです。
【みごとな弟子
過ごしているのかをイエス様は聞いておられることが分かります。弟子た
ちは、この問いに直面したのです。“
努めているのである
出しましょう。誰も完全だというこ
になってしまったクリスチャンなんておそらくいないでしょう。ただ前向
きであることです。

今朝の聖書から
主人が帰って来る】“主の再臨”への備えは、イエス様ご自身の教えと

して、幾度となく語られていることです。その姿はまさしく主人です。け
れども、この主人の姿は私たちがうっかり受け止めてしまう
かなり違っているようです。私たちは、テモテⅡ
えなさい。善良で寛容な主人だけにでなく、気むずかしい主人にも、そう
しなさい”とあることを思い出してしまいますが、そうすると中心になる
のは“私の判断”が中心となってしまいます。しかし今朝の喩の語る主人
の主は全能者です。私たちは比較や損得で主人を判断することを好み、選
ぼうとしますが、この主は否応なく、私たちの状況に関係なく帰っておい
でになる全能の主なのです。適当に仕えたり異議を申し立てたりすること
のできない主なのです。“創造主”とか“審判者”という言葉が使われま
すが、これを司る主なる神というべきです。

未経験の世界】“主の力”が全てにまさって強いことは分かっています。
私たちの教会は、まだ経験したことのない、いかなる力も寄せ付けない力
を、“懐かしい”といい、希望にしています。讃美歌の

6回ずつ“懐かしい”という言葉が歌われます。この言葉がまるで
体験したことのある天の国を示す言葉として用いられています。
教会は、確実な救いを体験して

信仰者の姿】今朝の聖書箇所、
を知りながら何も準備せず、あるいは主人の思いどおりにしなかった僕
は、ひどく鞭打たれる”が
んな思いが忍び寄って来るのです。
うことではないのです。完璧に打ちのめされ立ち直れないという裁きで
す。また“知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は、打たれても少
しで済む”という 48 節ですが、“すこしで済む”というのは、救われる
ということを示します。彼はおそらく、覚悟を決めて主人の前に進み出る
ことでしょう。“自分のことを顧みると、どうや
をいっぱいして来た”と思いながらです。けれどもここで主は、従おうと
努める者に、御自身の義
は天国行き”と宣言して下さいます。交換して下さるのです。
みごとな弟子】このように見てきますと、教会生活をどのように、毎日

過ごしているのかをイエス様は聞いておられることが分かります。弟子た
ちは、この問いに直面したのです。“
努めているのである”という御言葉がピリピ書
出しましょう。誰も完全だというこ
になってしまったクリスチャンなんておそらくいないでしょう。ただ前向
きであることです。完全な信仰者というのは、この努力の姿のことです。
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義を与え、罪と交換して下さる
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このように見てきますと、教会生活をどのように、毎日
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