
クリスマス礼拝クリスマス礼拝
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
（12 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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小根久保　麻由美

　2011 年３月 11日　東日本大震災がありま
した。当時、仙台に住んでいた私は、あまりの
揺れの大きさに地震ではなく、地球が、おかし
くなったのかと思い、頭の中を一瞬「死ぬかも
しれない。」という言葉が過ぎりました。それ
から、しばらくの間、水や食料を手に入れる事
が難しかったのですが教会の人々、近所の人々
が自分たちの持っている物を、心から相手の為
に差し出しあい、有り余る程になりました。
『五つのパンと二匹の魚』マタイ１４章の話を
思い出しました。そうしているうちに、我が家
にも必要な分の水や食料も与えられました。ま
た、普段あまり話をした事のない人達とも、声
を掛け合い、励まし合いました。とても、大変
な状況なのに、私はいつもより活き活きしてい
たのを覚えています。
「受けるより与える方が幸いである。（使徒２０
章３５節）」あの時、みんながそれを本能的に
やっていた事がとても心に残っています。神様
は人間を、そのように造られたのだなと思いま
す。そして、この事を通してあの時ではなく、
これからもそう生きていけるよう祈っていきま
す。

  テト１～３、ピレ、へブル１～３

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
ピレモン書はとても短い書になります。内容から、
この手紙の著者は使徒パウロです。この書はパウ
ロの個人的色彩が色濃く出ている手紙でもありま
す。他のパウロの手紙は福音の真理を堂々とした
文章で述べるとか、教会の問題について論理的・
神学的に解き明かし指導するというスタイルを
とっています。がこの手紙は扱っている問題が極
めて個人的な問題となっています。神学的に論理
を展開するということは一切なく、用件だけが、
深い愛に裏付けられて述べられています。そのよ
うな意味ではパウロの手紙の中では独特のスタイ
ルを持ったものとして読まれています。またこの
手紙はコロサイ人への手紙と同時に書かれ、テキ
コによってピレモンのもとに届けられたものと考
えられています。この書と通してパウロの愛にあ
ふれた一面を見ることができます。キリストの愛
を私たちを通して様々な形として現すものになっ
ていきましょう。
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湯浅八重子

（要約者：西嵜　真由美）

「星に導かれて」
～あなたに何が映っていますか～　　　　　　　　　　　　マタイ２：１～１８

誕生者のお祝い

　　ヘロデ王
星に示された博士たちが何万 km も離れた場所からイエ
ス様のもとに導かれたという記録。彼らは星の出現から
感じ、学び、メシア（救世主・イエス様）が生まれたの
ではないかという何の根拠もない事実を神様からだと信
じました。
　博士たちはその星に導かれイエス様の元へ歩き、そし
て最初の礼拝者となりました。
同じ様にメシアを待ち望んでいたはずのヘロデ王は国を
任されていた自分の立場が揺るがされるという恐れと不
安を感じ本来の正しい道から脱線してしまいます。博士
たちからメシア誕生の話を聞いたヘロデ王は自分の地位
を脅かすかもしれないメシアの命を狙おうと　その居場
所を教えるように出発前の博士たちに命じるも　彼らは
「ヘロデ王のところへ帰るな」という神からのお告げを
守りヘロデ王のところへ戻ることはありませんでした。
計画を崩され怒りのコントロールができなくなったヘロ
デ王は後にイエス様が生まれたベツレヘムへ行き　その
可能性のある２才以下の男子を次々に殺めていきまし
た。
　私たちは神様に祈り、願います。そして変化が起こり
ますが　それを信じず、変化が起きてもなお過去の自分
の価値観が強く恐れや不安をよんでしまいます。
人間は自分の願いが叶わず恐れや不安を感じると怒りに
なり、その怒りのコントロールを失うことで　それまで
の全てを壊してしまうのです。
ヘロデ王にとっての恐れはイスラエルの民が願い待ち望
んでいたイエス様が生まれた事でこの国が変わり自分の
立場がなくなってしまうことだったのです。

　　① 素直な自分を見る
あなたは素直に生きていますか？自分が無力であること
を認めると生きることにも死ぬことにも意味があること
を知り、それを恐れなくなります。
生きることに不安はありませんか？死ぬことが恐いです
か？クリスマスは素直に自分の姿を見るときなのです。

　　② 動機を知る
私たちの元気がなくなる時はどんな時でしょうか。私た
ちの願いは日々変化します。ヘロデ王はいつも人の気持
ちを探り決めつけて恐れて相手の行動を先読みしてい
き、人を信じようとしませんでした。はじめは王として
民を守るというすばらしい動機がイエス様の誕生によっ
て自分を守るという動機に変わったのです。私たちが動
機を狂わすと何がおきますか。

　　③ 決め付けをとる
「あの人はこういう人」「どうせ、こうなる」「きっと、
こう思っている」私たちの心の中にある決め付けは時に
危険なことがあります。最初は正しくても恐れと不安に
よって途中で変わってしまうのです。「あの人は私が嫌
い」「あの人は私の悪口を言っている」というような決
めつけは、あなたの最初の素晴らしい動機を１８０度変
えてしまいます。その決め付けと動機を確認し素直に自
分の心を見つめてみましょう。過去に決め付けた悪い
レッテルで相手を見ているかぎりその人を認めることも
励ますこともできずに　その人間関係は終わってしまい
ます。神様は私たちが同じ方法で失敗しても、もう一度、

いえ何度でも向き合い、ふれあい、語り合ってくれるの
です。あなたの動機がずれていたなら戻りましょう。文
学や人の知識にたよるとだめになることも聖書を読み自
分に絶望して素直になれば自分の決め付けが何なのかが
わかります。あなたには本来美しい心があるはずです。

キリストの鏡に
　私たちはいったい誰の鏡でしょうか？相手が悪い態
度をとったら、あなたも同じ態度で返していませんか？
私たちはキリストの鏡にならなければいけません。
　聖書には「私たちはみな、顔のおおいを取りのけら
れて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光か
ら栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きま
す。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。」（Ⅱ
コリ3：18）
　「愛する者たち。私たちは、今すでに神の子どもです。
後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キ
リストが現れたなら、私たちはキリストに似た者とな
ることがわかっています。なぜならそのとき、私たち
はキリストのありのままの姿をみるからです。キリス
トに対するこの望みをいだく者はみな、キリストが清
くあられるように、自分を清くします。」（Ⅰヨハ 3：2
～3　）　とあります。
　人は外側で作られるのではなく内側で作られていま
す。
あなたが今うまく関われていない人を思い浮かべてく
ださい。今までの方法論や価値観でその人間関係はう
まくいきましたか？目線がずれてないでしょうか。私
たちは決断をして自分の間違いを認めていきましょう。
決め付けをやめ、愛して向き合ったイエス様を見てい
きましょう。私たちの目には何が映っているでしょう
か？
イエス様ですか？それともうまく関われないその人で
すか？
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