
敬 老 の 日 特 別 礼 拝敬 老 の 日 特 別 礼 拝
礼拝開始（10時30分）10 分前には席に着き、祈りの時間を

持ちましょう。一致の祈りは大きな力です。

来週の奉仕者
（9月 27 日）

今後の予定今後の予定-誕生者の方、おめでとうございます。新しい1年も祝福されますようにお祈り致します-
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　聖書は神様からのラブレターです。でもわたしはそのことを
きちんと受け取れていませんでした。教会の家族に「自分を愛
してない感じを受けたけど、神様が愛してるって聖書に書いて
あるじゃん。聖書は絶対でこれしかない！」と言われ、わたし
の聖書に対する思いのズレに気づかされました。聖書はところ
どころ愛を書いてる人生の教科書で、神様を知るために自分を
整えるために読むことや覚えることが必要だと、その程度にし
か思っていませんでした。みなさんはラブレターをもらったり
書いたりしたことがありますか？ラブレターは、すべての文章
からあなたのことが好きで好きでたまらない！！という気持ち
が溢れ出てますよね？イザヤ 43：4「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。」を今までは「そっ
かあ愛してくれてるんだ。わたしも自分を愛さないとな。」と
思ってたのが、わたしのことをめちゃめちゃ好きな人からのラ
ブレターの言葉だと想像すると「わたしのことを高価で尊いだ
なんてほんとー？でも最高の言葉だわ～赤面しちゃう～」とテ
ンションが上がりました。すると聖書のすべての字間からハー
トマークが溢れ出て見えました。次に開いた箇所は雅歌で初め
て読みました。「ああ、わが愛する者。あなたはなんと美しい
ことよ。なんと美しいことよ。あなたの声は愛らしく、あなた
の顔は美しい。汚れのないものよ。」など甘ーい愛の言葉が満
載で酔いました。善い時に出会わせていただきました。愛して
るからわたしに伝えたいという神様の思いが溢れ出てるのを字
間から読み取り、聖書の言葉を大事にして行こうと思いました。
イエス様は悪魔の試みに会われたときにみことばでもって追い
払われました。わたしも悪い心や行いにうまくすり替えられそ
うなとき的確なみことばで正しく判断しもっと対抗したいで
す。

使徒20～26章  水 23金25

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
　使徒の働きは大きく２つに分けることができます。
１章～１２章が原始教会の宣 教の記録です。１３章以
降が使徒パウロの宣教の記録です。「使徒 1:8 しかし、 
聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは
力を受けます。そして、エ ルサレム、ユダヤとサマリ
ヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人とな 
ります。」この箇所から「エルサレムからユダヤ全土，
サマリヤへ」がペテロの 活躍した原始教会の宣教の歴
史について書かれています。「および地の果てにま で」
がパウロが活躍したアンテオケからローマ、全世界に
至る歴史について書か れているのです。聖霊様によっ
て導かれた使徒たちが各地で福音を伝え、家の教 会か
ら宣教を続けていきました。使徒たちがエルサレムに
とどまっていたら、全 世界に伝わることがなかったか
もしれません。しかしイエス様の残された言葉に 従っ
た使徒たちよって福音が各地に広がっていき、私たち
に届くようになりまし た。この書には続きがあり、そ
の一部は私たちの通る道も含まれます。今週は私 たち
が聖霊様に導かれてどのような歩みをしていくのか、
夢を実現させていくこ とを描きながら読み進めていき
ましょう。

通読のツボ

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONYTESTIMONY「ラブレター」
神様からのラブレターです。でもわたしはそ
受け取れていませんでした。教会の家族に「
感じを受けたけど、神様が愛してるって聖書

「ラブレター」

司 　 　 会
代 表 祈 祷
献 　 　 金
アッシャー
ｺﾗﾑ（次 週）
要約（次週）
準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

Eファミリー
唯恵ファミリー

クローチェ
準備：行司ファミリー

Dファミリー
祥誉ファミリー

：

：

：

聖 日 準 備

食 事

日 曜 片 付

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

早天祈祷会6：00~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

　１日　淺野愛可
　　　　杉本紗奈恵
　　　　村部稜太
　　　　矯　宇辰
　　

 　２日　井上智世里
　　　　那須陽子
　３日　青木容子
　４日　小池暢一

　８日　佐藤仁実
　　　　藤原友規子
１３日　牧　希穂乃
１６日　岩崎晃輝

１６日　小林裕美
１７日　小林　茂
　　　　日名拓史
　　　　林　景子

１８日　大嶋妃佐子
１９日　富岡　牧
２０日　楢村紗英
　　　　澤口明子

２１日　蓬莱裕美
２４日　守屋寿子
２５日　河合慎吾
２７日　西嵜達也

２９日　ケルビン
９月の誕生者

家族de農業体験
～収　穫～

聖餐礼拝

吉備中央町礼拝

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：00~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

大嶋妃佐子

河合慎吾

富岡　牧

秋田美恵

藤原友規子

ケルビン

牧希穂乃

澤口明子

西嵜達也

楢村紗英

林　景子

守屋寿子

神門やす胡

日名拓史

佐藤仁実

杉本沙奈恵

小林　茂

岩崎晃輝
小林裕美

26

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

25
早天祈祷会6：0000 ~

河合慎吾

24

守屋寿子

23

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~
早天祈祷会6：0000 ~

22
ぼやき会15：0000 ~

杉本沙奈恵

2120

澤口明子
楢村紗英

12

19

家族de農業体験
～収　穫～

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~
ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：0000 ~

富岡　牧

18
早天祈祷会6：0000 ~

大嶋妃佐子

17

林　景子
日名拓史
小林　茂

16
早天祈祷会6：0000 ~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

岩崎晃輝
小林裕美

15
ぼやき会15：0000 ~

1413

吉備中央町礼拝
牧希穂乃

11

早天祈祷会6：0000 ~

109
早天祈祷会6：0000 ~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

8
ぼやき会15：0000 ~

藤原友規子
佐藤仁実

76
　　

聖餐礼拝

富岡　牧大嶋妃佐子林　景子岩崎晃輝牧希穂乃

（要約者：西嵜　芳栄）

「量りを良くしよう !!」
  ～　愛されたあなたを愛する　～　ルカ6：27～43、Ⅱコリント5：19～21

スモールファミリー

誕生者のお祝い

最近、大変な生態系に影響が起きています。最近はずっ
とエルニーニョ（変化をもたらす現象）と反対のラニー
ニャが続いて正常ということがないのです。もう地球は
戻れなくなってきています。だから神様は「あなたが戻
りなさい」と言っています。何を戻すべきでしょうか。「与
えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は量り
をよくして、押しつけ、揺すり入れ、あふれるまでにして、
ふところに入れてくれるでしょう。あなたがたは、人を
量る量りで、自分も量り返してもらうからです。」（ルカ
6：38）  
　　世々にわたる祝福される法則
　
　あなたの量りはどのようなものですか。イエス様はエ
ルニーニョ（起きてる現象を変える）なのです。私たち
は出会ってきた人の価値観を継承してそれが常識だと
思っています。しかし聖書が伝えていることが「常識」
です。クリスチャンとして日本を作り上げてきた森永製
菓の社長の森永太一郎、中村屋の相場愛三、山崎製パン
の社長の飯島藤十郎、森村グループの森村市左衛門。こ
の人たちはみんなが選んだ決断じゃない決断をした人た
ちです。だから戦時中の子供たちが沢山救われ、結果良
いものが継承されました。こうして沢山の先人たちがそ
の時その時に正しい生き方をしてきました。何故出来た
かというと、彼らは他の人たちが持っていない量りを
持っていたからです。

　　①良い量りか悪い量りか？
　
　悪い量りは悪いものを乗せると、より悪いものを相手
に与えます。人は 1 つの量りしか持っていません。私た
ちは育ってきた中で様々な影響を受けました。痛みも受
けたし、傷も負い、それにより知識が得られました。そ
のままだと自己防衛の道具ですが、その知識を元に神様
があなたに知恵を与えるのです。「神がすべてのことを
働かせて益としてくださる」（ローマ 8：28）と書いて
ある訳ですから、過去から遡って今日まで益にされます。
益にする方法は唯一、癒しと赦しです。あなたの辛かっ
た過去の部分を全部排除し、プラスだけ残すためにイエ
ス様は十字架に進んだのです。だから私たちは良い量り
を持たないとイエス様の十字架は全く無駄になります。
イエス様は命がけで十字架に生きました。日本人が一番
持っている目は周りを気にする目です。今までこうだっ
たからこれからもこうするという考え方です。それさえ
やめれば玉に傷なのです。先人たちも特別だから出来た
のではなく、決断したから出来たのです。私たちは良い
量りにすると決断が大事なのです。

      ② 執着を捨てる !!!
　良い量りにしなくてはと分かっているのに何故出来な
いのでしょう。それは執着をしているからです。執着は、
地位や、名誉、お金など分かりやすいものもありますが、
分かりにくいものが結構あります。見えないプライド、
これでほとんどが壊れているのです。しかし、執着して
いるものを持ったままで神様のもとについていくことは
出来ません。「裕福な者が神の国にはいることは、なん
とむずかしいことでしょう」（マルコ 10：23）行いも正
しくやっていることも良かったけれどこの人はお金に執
着していたのです。では金持ちじゃなかったらいいので
しょうか、聖書を歴代見るとみんな豊かです。持ってい
ることはいいことで、持つということは執着していない

から使えるのです。しかし執着している人は自分の為に
蓄えておくのです。蓄えたまま流さないからうまくいか
ないのです。執着正しい量りが持てません。神様の量り
はその人の内側（心）を見ます。「人はうわべをみるが、
主は心を見る」（Ⅰサムエル 16：7）自分を守ろうとす
る執着を取らなければいけません。
 
　    ③ 与える !!

　空気を吸い続けると死んでしまいます。息は吐かない
と次を吸えないのです。死海を見てください。土地の養
分とミネラルと塩を全部受けているのです。そしてどこ
にも流さないので、底まで見え見た目にはとても綺麗で
すが、微生物 1 匹住んでいません。反対にガリラヤ湖は
色が真っ茶ですが、当時世界で数えられた魚のすべてが
住んでいると言われているような湖です。流すガリラヤ
湖は豊かですが、受けるだけの湖は死海になっているの
です。私たちは自分の為に生きたら腐るのです。量る量
りを変えて、受けるより与える者になりましょう。今あ
なたは置かれた場所で苦しい状況にあるのかもしれませ
ん。しかし「あなたがたの会った試練はみな人の知らな
いものではありません。神は真実な方ですから、あなた
がたをたえられないような試練に会わせることはなさい
ません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出
の道も備えてくださいます。」（Ⅰコリント 10：13）「今
の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されよう
としている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は
考えます。」（ローマ8：18）だから今諦めてはいけません。
「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれ
ば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」
（マタイ 6：33）神様は母の乳房の姿で関わっていてあ
なたを苦しい目に合わせる訳がないのです。神様はあな
たを本当に愛して祝福したいのです。後は私たちがどん
な目線かというだけです。完全な神様があなたをよくし
ない訳がありません。だから私たちが間違った判断をし
て、間違った量りで見ると「何で神様こんな目に合わせ
るのですか」と言ってしまうのです。「喜びなさい、も
う一度言います。喜びなさい」（ピリピ 4：4）「主の良
くしてくださったことを何一つ忘れるな」（詩篇 103：
2）その量りで量れば、目の前に起きてる出来事にマイ
ナスの要素があっても、良いものがいっぱいあるのだか
ら関係なくなるのです。

まとめ

　「神は、キリストにあって、この世とご自分とを和
解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解
のことばを私たちにゆだねられたのです。･･私たちは、
キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和
解を受け入れなさい。神は、罪を知らない方を、私た
ちの代わりに罪とされました」（Ⅱコリント 5：19～
21）量りを変え、見る見方を変え、神様の目で見てい
きましょう。

　「神は、キリストにあって、この世とご自分とを和
解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解
のことばを私たちにゆだねられたのです。･･私たちは、
キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和
解を受け入れなさい。神は、罪を知らない方を、私た
ちの代わりに罪とされました」（Ⅱコリント 5：19～
21）量りを変え、見る見方を変え、神様の目で見てい
きましょう。
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＜10 周年記念について＞
１０周年テーマ：「感謝と自立」
これまでの歩みを感謝しつつ、ここからは「自立」というテー
マで進んでいこうと思います。
・神様が導いて下さったことに感謝を捧げていきましょう。
・私はどのような姿に造られたのかを祈って探っていきま
しょう。これが自立へとつながっていきます。


