「あれ、あの木は桜だったんだ。
」
花を見て初めて、それが何の木であるかを自覚する。
でも、花を咲かせる季節を木が選ぶわけではない。
葉をつける季節も努力して選ぶわけでもない。
なんとなく見ていた木も、ずーっと目を凝らして見ていた木も
なんで今、花を咲かすのか？
なんで今、新緑に輝くのか？
なんで今、赤や黄色に色づくのか？
なんで今、枝をのばしているのか？ なんで……
温度が変化するから？ それとも周りの木々が変化を始めるから、慌てて周りに合わせているの？
―― 違うよ。
木は与えられる「時」を待っている。自分が木であることを不満に思ったり、否定したりしない。
そんな木々や自然の草は私たちに教えてくれる。
自分に立ち止まることを。
ゆっくり深呼吸して与えられている「今」を感じることを。
季節を、そして与えられる「時」を。
――私たち一人ひとりには「時」が与えられている。
新しい目覚めの時、人と出会う時、季節や自然に出会う時
すべての一瞬一瞬は与えられている。
その中を生かされるということは、きっとすごいんだなぁって思うんだけど
生かされている今を生きるにはちょっぴり勇気がいる。
それは、時を待つこと。
自分は一人ではどうしようもないこともあると認めること。
立ち止まること。
「ありがとう」を伝えること。
一つひとつにちょっぴり勇気が必要。

ありのままに
神は御自身にかたどって人を創造された。 創世記 1 章 27 節 a（ 日本聖書協会・新共同訳 )

――でもね、それでいいんだよ。
だって一人ひとりは違うんだもん。自分のペースでいいじゃん。
木々や草がそうであるように。私もあなたも神様の作品。
誰よりも完全な方の保証付き。
――周りに合わせることもないし、何かにがんじがらめになって頑張ることもない。
木が「時」を待つように。
与えられている今を精一杯生かされるように。
あなたはあなたらしく、生かされればいい。
――それは、どうすればいいの？
それは私たちに今を与えてくださる方に相談してみようよ。
あなたの傍らにいつも共にいらっしゃる方に。
ちょっぴり勇気を出して。
あなたらしく生かされて生きるとき、きっとあなた色の花が輝くでしょう。
Ｓ
教会はあなたのおいでをお待ちしております

Lutheran Church
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迫�����������少�

ヤコブはベエル・シェバを立ってハランへ向かった。
とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を
過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ
取って枕にして、その場所に横たわった。すると、彼は夢
を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びて
おり、しかも、神の御使いたちがそれを上ったり下った
りしていた。
創世記 28 章 10 ～ 12 節

TEL：03-3260-8631
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