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イエス様と恋に落ちる
ヴェルシニア・リード

恋は、頻繁に、ドキドキ、クラクラするすべてを越える感情で始まりま
す。この恋をする人は「私は恋に落ちた！」と宣言します。
私の夫と私が出会った時、私達は 2 時間離れて住んでいました。当時
は、携帯電話がなかったので、私達は、固定電話、留守番電話、手紙など
を通して連絡を取っていました。彼が初めて電話をした時、私は家にいま
せんでした。私が彼に電話をした時、彼は家にいませんでした。それは 2
週間続いていましたが、やっと話せた時、私達は数時間ずっと話していました。馬鹿みたいな
ものについても、深刻なものについても、私達はいつも話せるテーマがありました。私達は希
望と夢を分かち合い始めました。そして、数ヶ月後、より深い感情が生まれ、私達は友達から
恋人になりました。さらに、それを周りの人々に知って欲しかったのです！
私達は最も大切な御方と恋に落ちたでしょうか？私達の子供はどうでしょうか？神様の御言
葉と自分自身の模範を通して、私達は彼らにも神様と恋に落ちるのを促すことができます。

•

神様との対話に時間を費やしてください。子供達の前で聖書を読んで、彼らのため
に、そして彼らと一緒に祈ってください。

•

神様への信頼を示してください。神様は信頼できる御方です。「この神こそ、その道
は非のうちどころなく、主の約束は真実である。彼はすべて彼に寄って頼む者の盾で
ある」（サムエル記下 22:31）。

•

神様について話してください。私達が神様を知るために時間を費やすほど、私達の愛
はますます強くなります。私達の愛と理解が高まるにつれて、自然に会話の中で神様
を話題に持ち出すでしょう。

•

実際に行動をしてください。空腹の人を食べさせ、貧しい人を着せ、病人を気遣い、
優しい言葉を話してください。自分の子供達も巻き込んでみてください。信仰が行い
と共になければなりません（ヤコブの手紙 2:14-26）。機会があったら、行動をして
ください。

•

あなたとイエス様との関係を祝ってください。「しかし、わたしは主によって楽し
み、わが救の神によって喜ぶ」（ハバクク書 3:18）。賛美と礼拝で大声で歌ってくだ
さい。

結婚して 19 年、子供が 2 人、そして多くの責任を持ってから、私は、愛が単なる感情より
優れたものだと分かりました。それは、一貫した献身と意思を必要とする選択です。神様の愛
は確かに献身的であり、意思的です。その愛から私達を離れさせるものはありません。嵐が来
ても、神様は決して私達から離れないことと、私達を見捨てないことを約束してくださいまし
た。私達がつまずいても、神様はいつも忠実で、私達を許してくださいます。私達が絶望を感
じても、神様のあわれみは毎朝新しくなります。神様の恵みが私達を満たします。なんと素晴
らしい愛でしょう！
皆さんは、心をつくし、精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、神様を愛する献身が
できているでしょうか？神様はそういう関係を求めています。私達も、私達の子供もその関係
を得ることができます。イエス様と恋に落ちるのは素晴らしいことです。 しかし、その愛に
とどまることが不可欠です。「わたしの子供たちが真理のうちを歩いていることを聞く以上
に、大きい喜びはない」（ヨハネの第三の手紙 1:4）。

追伸：ヴェルシニア・ベイリー・リードと夫のブラッドは、アラブ首長国連邦でエイマーとして仕え、アバンダン
ト・ライフ教会を牧師しています。彼らは 10 歳のジェイデンと 3 歳のエリアスの 2 人の子供がいます。ヴェルシニア
は、コミュニケーション科学と障害の BHS（Bachelor of Health Science・健康科学学士）と MHS（Master of Health
Science・健康科学修士）を持ち、2003 年にアラブ首長国連邦に移住する前に言語病理学者として働いていました。

「試練」信仰 対「疲れた」信仰（Tried Faith or Tired Faith）
ジェロリン・ケリー

私達は、教会で、信仰に関して女性のための聖書勉強をした時、ヘブル人
への手紙 11 章を読み始めました。聖書を順番に読む時、ある女性は、アブ
ラハムについての節の一部を誤読し、「試錬」（tried）信仰の代わりに
「疲れた」（tired）信仰と読んでしまいました。すぐにこの誤読が私の魂
に何かを語りました。
私達の信仰が何回その「疲れた」信仰になってしまったでしょうか？私は
誰かを咎めようとしているわけではありません。それは事実です！実際、信
仰に従う者の父アブラハムも妻サラと一緒に、信仰に疲れたでしょう。彼らは約束の子供が生
まれるまでどれだけ待っていたでしょうか？私はサラに深い理解を持っています。私も別の国
から移住しましたが、サラがやったことと同じようなことができるとは思いません。私は実家
を離れた時、自分の行き先を知っていましたが、サラはそれさえも分からないまま、すべてを
残さなければなりませんでした。
私達の信仰もしばしば疲れてしまうこともあるでしょう。自分が正しく、また、良いと思う
ことをやり続け、神様の約束に立ち続けます。続けて続けて、私達は楽観的見通しを維持し、
肯定的な言葉を話します。正しく食べ、正しく寝て、自分の体を気遣います。祈り、聖書を読
み、それについて考え、真実と聖なるものを表します。私達は伝道し、弟子を作り、自分の考
え方を説明し、他者を奨励する。私達は全く諦めたくないですが、肉体的にも霊的にも疲れて
しまうことがあります。
アブラハムとサラを振り返ってみると、彼らの信仰が疲れ、少し揺さぶられた時、彼らは自
分の考え方と方法に脆くなったことを覚えなければなりません。その時、彼らは今日の世界に
も影響を与える選択をしました。サラが自分のつかえめのハガルをアブラハムに与えたせい
で、アラブ諸国の父親のイシマエルが生まれました。そして、サラが生まれた待望のイサク
は、ユダヤ人国家の父親になりました。彼らの疲れた信仰は、すべての人類に悲惨な結果をも
たらしてしまいました。
私の心に馴染んだ聖書の御言葉が浮かび上がってきます：「善を行うことに、うみ疲れては
ならない。たゆまないでいると、時が来れば刈り取るようになる」（ガラテヤ人への手紙
6:9）。その女性が聖書勉強の時に誤読してしまったのと同じように、私達も、偶然に、それ
を分からなくても「疲れた」信仰に落ちてしまうことがあるかもしれません。アブラハムとサ
ラを覚え、今の時代の敵の攻撃に対するあなたの弱さを思い知ってください。神様があなたに
与えてくださった構想と約束を握り締めてください。あなたの信仰に結果や証拠がなくても、
落胆しないでください。
私の夫は、彼が生きる限り、神様が約束した復活を見なくても、それでもそれを信じている
とよく主張しています。これはあなたと私だけのことではありません！私達の努力がどれだけ
続くのか、誰に達するのか、私達は決して分かりません。私達の信仰が「試錬」されても、神
様が私達と共にいるのは確かです。自分の過去を振り返って見ると、私達の信仰が疲れたよう
に見えるかもしれませんが、あなたの信仰が「試錬」されても、疲れさせないようにしてみて
ください！
英語の「tried」で二つの文字を入れ替えるだけで「tired」になってしまいます。私達の霊
的な働きでは、「試錬」された信仰が「疲れた」信仰になってしまうことがあります。毎日、

私は聖霊に導かれて、神様の約束を守らなければなりません。私の信仰が試錬されることがあ
っても、疲れさせることはありません！

追伸：ジェロリン・ケリーは北欧で宣教活動をするのが大好きです。彼女はスコットランドのグラスゴーに住み、
素晴らしい夫、子供、そして、孫のために神様に感謝を捧げています。

メールボックスから
神様の恵みがあるように
私は今までこのニュースレターを英語で受けていましたが、最近スペイン語でもこのニュー
スレターを受けられるのを気付いて、すっごく嬉しいです！！あなたが私の人生と私の集会で
のスペイン語を話せる姉妹達のために大きな祝福になるように信じています。感謝します！
－グロリア・ク

編集者から
神様は偉大なことを行われています！
神様が多くの扉を開いてくださっており、このニュースレターは、現在、英語、スペイ
ン語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、ギリシャ語、ア
ラビア語、ペルシア語、チェコ語、中国語、スワヒリ語、ハンガリー語、タガログ語、
インドネシア語、ルーマニア語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ヒンディ
ー語、グルジア語、日本語、スウェーデン語、ベトナム語、バングラディッシュ
語とタイ語があります。セルビア語、ブルガリア語や、他の言語への翻訳者のために私達と一

緒に祈ってください。
もし皆さんが、上記の翻訳のいずれかを入手したい場合、
LadiesPrayerInternational@aol.com
にご連絡ください。喜んでメーリングリストに追加いたします！
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

フェイスブック上では、アメリカ、香港、フィリピン、スウェーデン、ギリシャ、
コロンビア、カナダ、メキシコ、中国、ケニア、クロアチア、オランダ、ガーナ、ジ
ャマイカ、プエルトリコ、南アフリカ、フィジー、オーストラリア、オーストリア、
キプロス、マレーシア、パキスタン、イタリア、インド、フランス、チリ、イングラ
ンド、エチオピア、レバノン、トリニダード、トバゴ、ノルウェー、ホンジュラス、
スリランカ、ニュージーランド、ソロモン諸島、ハイチ、インドネシア、パプアニューギニア、ウガンダ、ル
ワンダ、スコットランド、デンマーク、韓国、ナイジェリア、 ボリビア、トルコ、日本、マニラ、ドイツ、
ブルガリア、ポルトガルとエルサルバドルにフォロワーがいます。
祈りチームのリーダーの皆さん、国際女性の祈りのページを訪れ、「いいね！」をクリックしてくださ
い！！ Facebook Ladies Prayer International Link
そして、自分のグループを http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl でこのニ
ュースレターに申請するように招待するか、LadiesPrayerInternational@aol.com に連絡してください！
この情報を、皆さんの教会、友人、家族と共有をお願いします。この素晴らしい祈りのミニストリーを共に
担ってくださり、また、このニュースレターとフェイスブックのページを広めていくことに手助けしてくださ
り、本当に感謝いたします！
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私達は．．．国際レディースプレーヤーとして、1999 年から始まり、世界中の女性
から構成され、自分の子供達や、地元の教会とコミュニティの子供達のための集中的
な祈りを目的として団結し、毎月の第一月曜日に集まっています。
私達の使命は．．．この世代と後の世代の信仰の保全、前の世代の信仰の復活です。
私達が求めているのは．．．毎月の第一月曜日に一緒に集まり、子供達のための集中的な祈りをする
献身的な女性達です。
三つの優先的な祈り課題：

•
•
•

私達の子供達の救いのため（イザヤ書 49:25；詩篇 144:12；イザヤ書 43:5-6）。
彼らが青年期から信仰の所有権を得ること（ヨハネの第一の手紙 2:25-28；ヤコブの手紙
1:25）。
彼らが主の収穫のミニストリーに入ること(マタイによる福音書 9:38）。

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child
placement for adoptive couples.
HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys
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