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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
（2月 7 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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富岡　美千男

　最近特に祈らされ大きな決断をしまし
た。肉による決断ではなく霊による決断
でした。今日のこのまで生かされてきた
道のりを振り返ると神様の成すことには
何ひとつとして無駄な事は無いと改めて
実感しました。全てのことに意味はある
のだと！神様が備えてくださっている約
束を祈りと行動を実践していき勝ち取っ
ていきます。それに伴い僕がクリスチャ
ンとして光輝く存在として生き証人とな
りある人物を変えていきたいと思いま
す。

ローマ書 5章 3～４節
「そればかりではなく、患難さえも喜ん
でいます。それは、患難が忍耐を生み出
し、忍耐が練られた品性を生み出し、練
られた品性が希望を生み出すと知ってい
るからです。」

  黙 5～ 11　水8金10

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
ヨハネの黙示録に入りました。著者は自分のことを「しもべ
ヨハネ」（1：1）で あると記しています。それは12使徒の1人、
ゼベダイの子のヨハネであると考え られています。この黙
示が与えられたのは、彼が「パトモスという島にいた」 （1：
9）時でした。この島はエーゲ海にある小さな島で、エペソ
から南西に約 100㎞の地点にあります。執筆はドミティアヌ
ス帝の治世（81―96 年）の終りの時 期であろうと考えられ
ています。初代教会のキリスト教徒たちは最初はユダヤ教 
の一派と見なされていました。しかし皇帝たちの求める栄光
を脅かすことになる 危機感から、キリスト教会の弾圧を強
化するようになりました。迫害の波の高低 はあるにしても、
苦難の中にある教会のために、ヨハネは、一方では慰めと励
ま しを語り、他方では警告を与える必要を感じていました。
そして御子イエス・キ リストによって新しい段階に到達し
た恵みの契約をどのように神が完成して下さ るのか、とい
うことにヨハネは関心を持っていました。その応えがこの黙
示と なって表現されていきました。それは単なる出来事の
予告ではなく、創世記に始 まる神の啓示が本書において完
結するという大きなスケールのものになりまし た。聖書の
最後の書簡としてふさわしく、信仰者としてどのように歩み、
また最 後はどのようになっていくのかを黙示しています。
この書を読みながら、神さま の計画、刻をどのように刻み、
進めていくのかを考えながら読み進めていきま しょう。 
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（1月24日）

「もう一度心に留める！！」
～押し流されるな～ ヘブル2:1～8、マタイ26:24～25、ヘブル3:15～19

スモールファミリー

誕生者のお祝い

あなたは目の前に起きる状況や現状に押し流されず
に立っているでしょうか。目の前の小さな出来事、
心を揺れ動かす大きな出来事に右往左往したり、
ちょっと嫌な事が起きると感情的になって全て破壊
し、相手のとった顔色や言葉や人の様々な会話に影
響を受けていいませんか。祈り、神様に解決を求め、
そこで何をするかが私たちの仕事です。あなたが何
故そこで聞くのか、何故そんな問題が起きたのかを
理解しましょう。
イエス・キリストがあなたの為に十字架にかかって
死なれたという事を心に留めておかなければいけま
せん。神様の前に本当に命をかけて集う人はみるみ
るうちに変化が起こります。命がけの犠牲の奇跡は
あなたの中に息づいているからです。人を変化させ、
作り変え、創造された素晴らしい完璧な姿に戻すの
です。

　　恵みを無にするなかれ
　 聖書の中にアナニアとサッピラという人が出てき
ます。使徒の時代に、人々は人生を作り変えられ、
全部の財産を捧げてみんなで一緒に生きていまし
た。ところが彼らは偽り、人々をだまして、自分た
ちの物だけ隠し持っていたのです。神様はそれを見
て彼らの命を取りました。神様が一番嫌う罪は、あ
なたがあなたを欺くことです。本来のあなたの姿を
損なう姿です。アナニアとサッピラは、自分たちは
正しいと言いながら、自分たちの偽りを無視し打ち
消し、神の前に自分と神の家族を欺いたのです。失
敗する事は何ら問題ではありません。けれどそれを
指摘されても心を頑なにするのだとすれば、イエス・
キリストの死に対する大変な冒涜です。ごめんなさ
いと言える子どもを育てたいと言いながら、大人が
ごめんなさいと言えない世界を作っているのです。

　 あなたの願いは何ですか
　「私は誰にも頼られない、任せられない」と言う
人がいます。それは神様との信頼関係が壊れている
からです。神様はあなたを信頼しているからあなた
に関わったのです。これは受動的なもので、あなた
が努力して得られるものではありません。一方的で
あり無条件なのです。賜物という言葉が聖書の中で
あります。神様の多大な能力の中から一部分を無条
件であなたにプレゼントしてくれたもので、溢れ出
るその人の天性というのは一人一人にあり、これが
タラントです。ですが「救い」に関してはこのタラ
ントという表現は使っていません。「分配」とか「分
与」とか、自分の持てるものを半分裂いて与えると
いう相続のようなもので、与える時には自分のもの
が削られているのです。「御霊が分け与えてくれる
賜物」というこの賜物は、犠牲をもって与えるとい
うものであって、その犠牲は私たちの所に届くまで、
多くの人たちの証言によって継承されたものだと書
いてあります。今あなたが信仰を持って教会にいる、
そのことは当たり前ではないのです。イエス様の十
字架の死だけではなく、本当に大変な犠牲と命がけ
の人生の人たちの生き様の積み重ねで福音を継承し
たからこそ、あなたのところまで届いたのです。今

までどれだけの人があなたを通して傷いたかを思い
起こしてみてください。それでも、あなたはその人
たちをもう一度生かし、幸せにする力を賜物で持っ
ているのです。それはイエス・キリストが自分を引
き裂いて犠牲を払った生き様を通してあなたに残さ
れたものなのです。

 　②人との信頼関係　～能動的～
　
　相手があなたを信頼してくれるからあなたが信じ
るのではありません。神様が無条件であなたを信頼
し、あなたの事を作り変えたのです。あなたがもし
失敗した時でも、神様の前に素直にごめんなさいと
言えたら、神様との信頼関係は担保されます。でも
人との信頼関係はそうではありません。あなたが
言った言葉は、例え今日あなたが変わっても、昨日
言ってしまった言葉はその人の心にずっと残ってい
ます。相手が変わるのを待っていても誰も変わりま
せん。だからクリスチャンにイエス様は「自分の敵
を愛し、迫害する者にために祈りなさい。」（マタイ
5：44）「自分にしてもらいたいことは、ほかの人
にもそのようにしなさい」（マタイ 7：12）もし争
いがあるなら「あなたの兄弟と仲直りをしなさい」
（マタイ 5：24）と言われました。信頼は能動的な
ものです。あなたがその人に関わってあげなければ
誰も関われないのです。その人を信頼し能動的に何
度でも向き合っていきましょう。

　　③自分を自分のものにするな
　自分を自分のものだと思う、私たちはこれが大好
きです。「私の自由にしたい」これは悪魔の策略です。
今どんなものを食べて、どんな生活を行っています
か。あなたが今あなたの人生を生きられるのは、イ
エス・キリストの命がけの愛があったからです。あ
なたの一つ一つの行動が栄光を現すものなら、それ
は素晴らしいものですが、自分の欲を満たすものな
ら止めなければなりません。何故食生活の腐敗が起
きたのでしょうか。悪魔は食生活を壊す事で、私た
ちの人生を壊しているのです。あなたの体はあなた
のものではありません。ですから、あなたのことを
大事にしてください。
本当の自分を保つ

　イエス・キリストの十字架がどれほど痛みと苦しみ
であったか、あなたがどれほどに愛され、大きな夢を
任せられてるか、心に留めてください。是非神様との
信頼関係を保ち、あなたの隣の人の事を信じ、愛して
ください。その人の為に自らの人生を用いてください。
あなたの為に九割使い、残りの一割だけでいいから隣
の人の為に使いなさいと神様は言われているのです。
あなたを大事にし、いつもいい状態でいられるように
戦いましょう。私たちは魂の管理者です。神様に任せ
られた最大の仕事です。あなたの口はこんな私を愛し
てくれた人がいると伝えるためにあるのです。あなた
が伝えれば助かる人がいます。心を頑なにせず目を開
き、もう一度あなたの心を自分で保ちましょう。
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