
1 

 

2021年 9月 5日ウエルカム礼拝 「自分のほんとうの価値を知っていますか」 イザヤ 43章 1～7節 

                            IGM釧路・白鳥・深川教会牧師 川嶋直行 

Welcome worship September 5th, 2021 

"Do you know your ture value?"  Isaiah 43,1-7 
Rev.Naoyuki Kawashima, 

 IGM Kushiro, Shiratori, Fukagawa Church, 

 

 

ハレルヤ！主のみ名を賛美します。 

Hallelujah!  Praise the name of the Lord. 

9月のウエルカム礼拝にようこそ、おいでくださいました。ここ数日、涼しい日が続いて、ありがたいです

ね。未だ、コロナ禍の中にありますが、皆様の上に、格別な主の守りと祝福をお祈り致します。 

本日の説教題は、「自分のほんとうの価値を知っていますか」です。 

Welcome to the welcome service in September. I'm grateful that the cool days have continued for the past 

few days. We are still in the Corona epidemic, but I pray for the extraordinary protection and blessings 

of the Lord. 

Today's sermon title is "Do you know your true value?" 

 

 

１， 誰が私の価値を決めるのか 

1. Who determines my value? 

 
4節  わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。 

4Because you are precious and honored in My sight, 
and because I love you, 

I will give men in exchange for you 
and nations in place of your life. 

 

「あなたは、自分に、どのくらいの価値があると思いますか。」と質問されたら、何とお答えになるでしょう

か。私なら「私には、何の価値もありません。」と答えるのではないかと思いますが、でも、無視されたり蔑

ろにされたりすると、腹を立てると思います。頭で考えるのと、心の思いは違うようです。 

How would you answer when asked, "How much do you think you are worth?" 

I think I would say, "I have no value," but I think it makes me angry when ignored or despised. It seems 

that the response of mind is different from thinking in the brain. 

 

自分の価値は、いったい、誰が決めるのでしょうか。あるいは、何によって決まるのでしょうか。ある人は、

自分の価値は、何をどれだけやったか、仕事や業績で決まると考えます。なので、自分の価値を上げる為に、

一生懸命、勉強し、仕事で成果を上げようとします。上手く行く時は良いのですが、上手く行かない時は、

落ち込んで、自分には何の価値もないかのように、思ってしまいます。 

Who decides one’s value? Or what determines it? 

Some people think that their value depends on what they have done and how much they have done in 

their work and achievements. So, in order to increase their value, they study hard and try to achieve 

good results at work.  It is good when their effort works well, but when it does not work, they would be 

depressed and think that they aren't worth anything at all. 

https://biblehub.com/isaiah/43-4.htm
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あるいは、学校の成績表で、自分の価値が決まるように思うことも

あるかもしれません。会社では、たくさんボーナスを貰ったら、人生

が、満たされたように感じることがあるかもしれません。逆に、少な

いと、自分の価値が減ったように思うかもしれない。どちらにして

も、自分の価値が、「人の目によって」決められていることに気が付

くのです。 

Otherwise, you may think that your school evaluation report 

determines your value. At your work, if you get a lot of bonuses, 

may feel that your life is fully satisfied. On the contrary, if the 

amount is small, you may think that your value has decreased. 

Either way, you realize that your value is determined "by the eyes 

of others." 

 

こう考えてみますと、私たちは、「自分の価値」というものを、ほんとうに知っているのだろうかと思いま

す。実は、自分が何者なのか、自分自身分かっていないことが多いのではないでしょうか。ある人たちは、

自分の本当の価値を知りたいと、「自分探し」をしています。1節に「恐れるな」とありますが、恐れの根底 

には、「自分に価値がない」ことへの不安があるように思います。私達は、「自分のほんとうの価値」を知り

たいのです。 

Thinking this way, I wonder if we really know what "our value" is. In fact, we often don't know who we 

are. Some people are "finding themselves" to find out their true value. There is "Do not fear" in verse 1, 

but I think that the root of fear is anxiety about "I have no value". We want to know "the true value of 

ourselves". 

 

自分の価値は、自分で決めることは出来ません。しかし、「他人の目に」よっても、私の価値は決められませ

ん。自分の価値を量る尺度が、定まらないので、ある時は、優越感に浸り、ある時は劣等感に悩まされ、株

の相場みたいに、いつも、上がったり下がったりして、不安定になってしまうのです。 

We cannot decide our own value, however our value cannot be determined by "in the eyes of others".  

The measure of your value is not constant. Sometimes we are immersed in a sense of superiority and at 

other times we are plagued by a sense of inferiority. Just like the stock market, it always goes up and 

down and becomes unstable. 

 

聖書は、人の価値は、「神の目によって」決まると言っています。神様は「わたしの目には、あなたは高価で

尊い。わたしはあなたを愛している。」と言われます。神様の尺度は、私達の状況によって変わることはあり

ません。子どもの成績が良くても、悪くても、それによって、親の愛が変わることがないのと同じです。神

様は、私たちが、どんな状態でも、変わらぬ愛で愛しておられるのです。 

The Bible says that a person's value is determined "by the eyes of God." God says, " The Bible says that 

a person's value is determined "by the eyes of God." God says, "In my eyes you are expensive and precious. 

I love you." God's scale does not change depending on our situation. The Bible says that a person's value 

is determined "by the eyes of God." God says, "In my eyes you are expensive and precious. I love you." 

God's scale does not change depending on our situation. Just as a child's performance, good or bad, does 

not change the love of his parents, God loves us with unchanging love in all conditions.  

 

ですから、自分で自分の価値を高めようと、無理に頑張る必要もありませんし、人から評価されないからと

言って、落ち込む必要もありません。神様が、私を認めて下さっているのですから、安心して、自信をもっ

て生きて行けばよいのです。「神さまに愛されている」これは、永遠に変わることがない絶対評価です。 

So you don't have to work hard to increase your own value, and you don't have to be depressed just 

 



3 

 

because people don't appreciate you. God acknowledges us, we can live with peace of mind and confidence. 

"Love by God" This is an absolute evaluation that will never change. 

 

２， あなたは贖われた 

2. You have been redeemed 
1～3節  だが今、【主】はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形造っ

た方が。「恐れるな。わたしがあなたを贖ったからだ。わたしはあなたの名を呼んだ。あなたは、わたしのも

の。あなたが水の中を過ぎるときも、わたしは、あなたとともにいる。川を渡るときも、あなたは押し流さ

れず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。わたしはあなたの神、【主】、イ

スラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。 

1Now this is what the LORD says— 
He who created you, O Jacob, 
and He who formed you, O Israel: 

“Do not fear, for I have redeemed you; 
I have called you by your name; you are Mine! 

2When you pass through the waters, 
I will be with you; 

and when you go through the rivers, 
they will not overwhelm you. 

When you walk through the fire, 
you will not be scorched; 
the flames will not set you ablaze. 

3For I am the LORD your God, 
the Holy One of Israel, your Savior; 

I give Egypt for your ransom, 
Cusha and Seba in your place. 

 

 

罪とは、この神の目からごらんになる「絶対評価」を失ってしまった人間の状態を表わしています。神様の

基準を失った人間は、人の目を気にして生きるようになりました。いつも、人と比べ、自分の価値を定めよ

うとしています。ほんとうは、人はみな、神様の前に、オンリーワンの存在なのに、誰かが作りあげた偽の

基準に縛られて、ほんとうの自分を失っているのです。 

Sin represents the state of a human being who has lost the "absolute evaluation" that can be seen from 

the eyes of God. Humans who have lost God's standards have come to live by paying attention to their 

eyes. They are always trying to set their own value compared to others. In reality, every people should 

be the only one in front of God, but they are bound by the false standards that someone has created and 

they are losing true themselves. 

 

人の目にがんじがらめにされ、目に見えない監獄に入れられてしまった私たちを、罪から解放するために、

イエスキリストは、救い主として来て下さいました。私達の為に、十字架に掛ってくださり、ご自分のいの

ちをもって、私たちを、罪の中から、神の愛と慈しみの中に、買い戻して下さいました。これを「贖い」と

言います。つまり、イエス・キリストの十字架に、私たちの価値が示されているのです。 

Jesus Christ came as the Savior to free us from sin, who had been shackled by the human eye and put 

https://biblehub.com/isaiah/43-1.htm
https://biblehub.com/isaiah/43-2.htm
https://biblehub.com/isaiah/43-3.htm
https://biblehub.com/bsb/isaiah/43.htm#fn
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in an invisible prison. He was crucified for us and, with his own life, bought us back from sin, into the 

love and compassion of God. This is called "redemption." In other words, the cross of Jesus Christ shows 

our value. 

 

私は、ビクトル・ユーゴーの「レ・ミゼラブル」が大好きで、よく、メッセージでも、引用させて頂きます。

ヒュー・ジャックマンが演じたジャン・バルジャンは、良かったですね。ちなみに、彼はクリスチャンです。

ある方は、何度も聴いておられるでしょうが、自分が感動を覚える間は、繰り返しても良いそうなので、今

回も、使わせて下さい。 

I love Victor Hugo's "Les Miserables" and I often quote it in my message. Jean Valjean played by Hugh 

Jackman was good. By the way, he is a Christian. Some of you may have listened to him many times, but 

as long as you're impressed, you can repeat it, so let me use the story again. 

 

主人公のジャン・バルジャンは、貧しさに耐えられず、たった 1 本のパンを盗み、19 年も刑務所に入れら

れます。やっと仮出所がゆるされ、シャバに出てきたのですが、誰も、前科者の彼に親切にしてくれる人は

いませんでした。ただ、教会のミリエル司教は、彼を教会に招き入れ、あたたかい食事でもてなします。 

The main character, Jean Valjean, couldn’t stand poverty and had stolen just one loaf of bread and was 

put in jail for 19 years. He was finally paroled and left the prison, but no one was kind to him as a 

criminal record. However, Bishop Myriel of the church invited him to the church and treated him with a 

warm meal. 

 

ジャン・バルジャは、食事もごちそうになり、泊めてもらい、親切にしてもらったのにかかわらず、次の朝

早く、食器棚においてあった、銀のスプーンとフォークを盗んで、出て行ってしまいます。しかし、すぐに、

警察に捕まって、教会に連れ戻されます。警察に事情を聞かれたミリエル司教は、それは、ジャン・バルジ

ャンが盗んだのではなく、私が彼にあげたものだと言うのです。 

Jean Valjean was welcomed with food, allowed to stay overnight, and was kindly treated. Yet early in the 

next morning, he stole the silver spoon and fork that was in the cupboard and leaves the church. 

But soon he was caught by the police and taken back to the church. When asked by the police, Bishop 

Myriel said “those were not stolen by Jean Valjean, but I gave them to Jean.” 

 

そればかりではなく、「何故、銀の燭台も持って行かなかっ

た。高く売れたのに。」と言って、リュックに押し込みます。

そして、彼に向かって、こういいます。「我が兄弟、ジャン・

バルジャンよ。君は生まれ変わるのだ。私はこの銀の器で、

君の魂を買い戻した。恐怖と憎しみから救いだし、今、神の

御手に戻した。」そのときから、ジャン・バルジャンは生ま

れ変わるのです。 

Not only that, Bishop Myriel said, "Why didn't you take a 

silver candlestick. It should be sold at high price." And 

pushed it into the backpack. And He said to him, "My 

brother, Jean Valjean. You will be reborn. I have repurchased your soul with these silver goods. I have 

saved you from fear and hatred, then sent you back to the hands of God." From that time, Jean Valjean 

has been reborn. 

 

「贖う」とは、失われた者を、買い戻して、神の御手の中に戻すことです。人は、みな、もともと、神様の

ものでした。「あなたは、わたしのもの」という神様の名前が刻まれているのです。ところが、サタンとい

う、人を騙す者が、アダムとエバをたぶらかして、神様に逆らわせたので、彼らは、エデンの園から追放さ

れ、地上をさすらう者となりました。 
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"Redemption" is to buy back the lost and return them to the hands of God. All people originally belonged 

to God. The name of God, "You are mine," is engraved. However, Satan, a deceiver, cheated Adam and 

Eve against God, and they were banished from the garden of Eden and became the ones who wandered 

the earth. 

 

聖書は、すべての人が、神の愛から、さ迷い出て、罪の奴隷となったと言っています。みな、罪と死に向か

って生きているのです。神様は、何とか、人を罪と死の枷から、取り戻したいと、神のひとり子であるイエ

ス・キリストを、送ってくださいました。イエスさまは、十字架という、大きな代価を払って、罪と死の中

から、私達を、赦しといのちの中に買い戻して下さいました。 

The Bible says that everyone wandered out of God's love and became a slave of sin. Everyone is living 

towards sin and death. God sent Jesus Christ, the only Son of God, to somehow get people out of the 

shackles of sin and death. Jesus paid us a great price that is crucifixion, and bought us back from sin 

and death into forgiveness and life. 

 

これが、イエス・キリストの「贖い」です。「恐れるな。わたしがあなたを贖ったからだ。」私達は、イエス

さまによって、贖われた者です。罪から救われて、いつくしみ深い主の御手の中に生きるよう、招かれてい

ます。イエスさまは、今、この時も、あなたの名を呼んでおられます。 

“Do not fear, for I have redeemed you, I have called you by your name; you are Mine.” 

We are the ones redeemed by Jesus. You are invited to be saved from sin and live in the hands of the 

merciful Lord.  Jesus is still calling your name at this moment. 

 

３， 神様のサイン入り 

3, autographed by God 

 
1節「わたしはあなたの名を呼んだ。あなたは、わたしのもの。」 

I have called you by your name; you are Mine! 

 

もう一度、1節のみ言葉に心をとめてみましょう。特に、最後の「あなたは、わたしのもの。」という神さま

の宣言です。この言葉を聞いて、皆さんは、どう思われるでしょうか。「わたしは誰のものでもない。」と反

発を覚えるでしょうか。それとも、「わー。うれしい。ほっとする。」と思われるでしょうか。 

Once again, let's keep in mind the words of verse 1. 

In particular, the final declaration of God, "you are Mine." 

How do you think when you hear this word?  Do you feel the backlash, "I don't belong to anyone?", or do 

you think, "Wow, I'm happy. I'm relieved" ? 

 

この話も、ラジオで聞いて、何度も紹介させて頂いているのですが、昔、ある人が、引っ越しをするために、

ガレージセールを開いたそうです。ガレージセールというと、個人宅で開く、フリマのようなものですね。

たまたま、近所に住むボブさんが、立ち寄ってみました。「なんか。いいものあるかなあ。」と。 

I've heard this story on the radio and introduced it many times, but I'll introduce it today as well. 

A long time ago, a person opened a garage sale for moving. Garage Sale is like a flea market that opens 

in one’s own home.  It happened that Bob, who lives in the neighborhood, stopped by. "I wonder if there 

is something good." 

 

でも、欲しいものなく、帰ろうとしたとき、ふとガレージの奥にあった、埃のかぶったバイクに目がとまり

ました。ボブさんが聞きました。「これも売っているのですか。」すると、「それは、動きません。壊れてい

て、もう何年もほこりをかぶっています。修理するには古すぎるので、ゴミ回収業者に 3千円で引き取って
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もらおうと思っていました。でも、もし、よかったらどうぞ、持って行ってください。」 

But he didn't find anything he wants and when he was about to go home, he suddenly caught his eye on 

a dusty bike in the deep area of the garage. Bob asked. "Are you selling this too?" The owner said, "It 

doesn't work. It's broken and has been dusty for years. It's too old to repair, so it costs 3,000 yen to a 

garbage collector. I will ask them to pick it up, but if you want, please take it by yourself. " 

 

ボブさんは、3千円を払って、動かなくなったハーレーダビッドソンを、家まで、押して帰りました。「修理

したら、動くようになるかもしれない。」と思い、分解修理に取り掛かりました。交換部品を取り寄せるため

にハーレーの工場に電話をしました。製造ナンバーを告げると、突然、担当者から「後でこちらから掛け直

す」と言われました。ボブさんは、少し心配になりました。もしかしたら、盗品だったのではないだろうか。 

Bob paid 3,000 yen to push the stuck Harley-Davidson home. He thought, "If I can fix this, it might 

work," and he started disassembling and repairing. He called the Harley factory to order replacement 

parts. When he gave the serial number, the person in charge suddenly said, "I'll call you back later." Bob 

was a little worried, “it might be stolen goods.” 

 

暫くして、電話が掛ってきました。ハーレー本社からでした。「サドルシートをめくって何か文字が書いて

ないか確かめてくれませんか」シートをめくって見るとそこには、「ザ・キング」と書いてありました。する

とハーレー本社の人は言いました。「あなたの持っている、そのハーレー・ダビットソンを三千万円で売っ

てくれませんか。」 

After a while, he got a call. It was from the Harley headquarters. "Can you turn over the saddle sheet 

and see if there are any letters written on it?"  When he turned over the sheet, it said "The King". Then 

the person at Harley headquarters said. "Would you like to sell your Harley-Davidson for 30 million yen?" 

 

ボブさんは驚きました。「たった 3 千円で買った、スクラップ同然のこのおんぼろバイクが、三千万円です

と。どうしてそんな高値が付くのですか？」すると担当者は、答えました。「あなたの持っているそのハーレ

ー・ダビットソンは、かの有名なロックスター、エルビス・プレスリーの愛車だったのです。」 

Bob was surprised. "I bought this scrap bike for only 3,000 yen, and it costs 30 million yen. Why is it so 

expensive?" Then the person in charge replied. "The Harley-Davidson you have was the car of the famous 

rock star Elvis Presley." 

 

持ち主の手を離れ、転売に転売が重なって行くうちに、誰のものだかすっかり分からなくなり、ガレージの

奥に仕舞い込まれていたのです。しかし、いくらスクラップ同然とはいえ、そのバイクに、偉大なロックシ

ンガーのサインが入っている以上、ファンにとっては喉から手が出

るほど欲しいお宝バイクなのですね。 

After the owner left his hand and the resale overlapped with the 

resale, no one couldn't figure out whom it belonged to and was 

stored into a deep area of the garage. However, even if it's almost 

scrap, it's a treasure bike that fans eagerly want to get, because 

the bike has written signature of a great rock singer. 

 

プレスリーのサインが書いてなければ、ただのスクラップバイクで

すが、プレスリーのサインの故に、実はすごい値打ちがあったとい

う話です。しかし、これと似たようなことが、私たちにも云えます。

私達ひとりひとりに「あなたは、わたしのもの」という、神さまのサインが刻まれているのです。 

If it doesn't have Presley's signature on it, it's just a scrap bike. However, because of Presley's signature, 

it was greatly valuable in fact. But something similar to this story may be said to us. Each of us is 

engraved with the sign of God, "You are Mine." 
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もし、神のものでなかったら、私達は、死んで、元あったちりに戻る、土の器にしかすぎません。しかし、

「あなたは、わたしのもの」「あなたは、私の目には高価で尊い。わたしは、あなたを愛している」という神

様のサインが刻印されているのです。だから、人は、みな、高価で尊いのです。パウロは、土の器の中に、

最高の宝を入れていると言っています。 

If we were not owned by God, we would be nothing more than earthen vessels that would die and return 

to their original state. However, it is engraved with the sign of God, "Because you are precious and 

honored in My sight, and because I love you.” That is why everyone is expensive and precious. Paul 

says that God puts the best treasure in the earthen vessels. 

 

神のサインは、どんなにこすっても、消えることがありません。しっかりと刻印されています。たとえ、認

知症になっても、寝たきりになったとしても、その価値は、変わらないのです。神の愛は、変わることがあ

りません。「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。」と言われる神の宣言を、

誰も、奪うことなどできません。 

The sign of God will not disappear no matter how much you rub it. It is firmly engraved. Even if you 

have dementia or you are bedridden, your value does not change. God's love never changes.  

No one can take away God's proclamation, which says, "Because you are precious and honored in My 

sight, and because I love you." 

 

「神様に愛されている」ことを感謝して生きて行きませんか。そこから、健全な自己肯定感が生まれてきま

す。「私は、神様に愛されている。だから、私は、私で、いいのだ。」この「自己肯定感」から、自分らしさ、

生きる希望、生きる力、やる気が湧いてきます。「神に愛されている」という満ち足りる心が、良き人生を送

る原動力となるのです。 

Why don't you live with gratitude for being "loved by God"? From there, a healthy sense of self-

affirmation arises. "I am loved by God. That is why I am good." This "self-affirmation" gives me 

personality, hope to live, power to live, and motivation. The satisfying heart of being loved by God is the 

driving force for a good life. 

 

1節  だが今、【主】はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形造った

方が。「恐れるな。わたしがあなたを贖ったからだ。わたしはあなたの名を呼んだ。あなたは、わたしのも

の。 

4節  わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。 

1Now this is what the LORD says— 

He who created you, O Jacob, 
and He who formed you, O Israel: 
“Do not fear, for I have redeemed you; 
I have called you by your name; you are Mine! 
 

4Because you are precious and honored in My sight, 
and because I love you, 

I will give men in exchange for you 
and nations in place of your life. 

 

https://biblehub.com/isaiah/43-1.htm
https://biblehub.com/isaiah/43-4.htm

