
主　日　礼　拝主　日　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
（2月 21 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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　津高にあった頃の教会から通うようにな
り、気付けばもう 4･5 年目になります。も
うそんなに経つことに、自分でも驚きです。
去年には、無事に洗礼を受けることができ
ました。自分の中ですぐに何か変化があっ
たわけではありませんが、日々の生活の中
で感謝を忘れないように心がけています。
毎日の出来事に流されて過ごしているとつ
い忘れがちになりますが、意識してみると
いつも周りに支えられていることを感じま
す。
日々の感謝を忘れずに、私も受ける側から
与える人に、受け取った良い物を誰かに流
せる人になりたいです。

『いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさ
い。どんなことにも感謝しなさい。これこ
そキリスト・イエスにおいて、神があなた
がたに望んでおられることです』
第Ⅰテサロニケ 5:16-18

  黙 19～22、創１～３　水22金２

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
今週で新旧聖書の通読が完了します。約3年半位かかっ
て読み進めていくことが できました。なぜ聖書通読が
必要であるのでしょうか。神の言葉である聖書こ そ、
教会の形成の基盤であるということです。ペンテコス
テの日に神の民に加え られた 3 千人ほどについて、使
徒の働きは、「彼らは使徒たちの教えを堅く守 り」
（2：42）と記しています。また、パウロはエペソの長
老たちへの別れの説 教の中で、キリストの血をもって
買い取られた教会の建設のために、「神のご計 画の全
体を、余すところなく……知らせておいた」（同 20：
27 - 28）と述べていま す。そのすぐ後で、「私は、あ
なたがたを神とその恵みのみことばとにゆだねま す。
みことばは、あなたがたを育成し、すべての聖なるも
のとされた人々の中に あって御国を継がせることがで
きるのです」（同20：32）と語っています。神の 言葉こそ、
神の民である教会の信仰と生活の規範だからです。地
上の教会は、誤 説、背教、倫理的堕落、妥協、無感動状態、
迷信、形式主義、形骸化など様々な 問題や危険にさら
されています。そこで教会は常に神の言葉に立ち返り、
御言葉 と御霊とによって進んでいくために聖書を通読
し、精通するようになっていきた いと願っています。
また創世記から始まっていきます。御言葉を心に蓄え
ながら 歩んでいきましょう。 
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（要約者：澤口　明子）
（２月７日）

「飢え渇き！！」
～あなたは何がしたいですか～ 　　　　　　　　　　　　　詩編107：１～７
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誕生者のお祝い

 一つの家族がいました。父親は性病、母親は
結核を患っていました。その間に産まれた子供
は一番目が目が不自由、二番目は病気で死にま
した。三番目は耳が不自由、四番目は結核でし
た。そして、五人目の子供を母親は身ごもって
います。産むべきか母親は病院に相談に来まし
た。あなたはどんなアドバイスしますか。と医
学部の学生に質問したところ、多くの学生は中
絶を勧めると答えたそうです。じつは、これは
ベートーベンの生い立ちでした。人は今まで悪
ければ、この先も悪いだろうと判断してしまい
ます。確かにベートーベンは耳が不自由でした
が、多くの素晴らしい音楽を残しました。また
悪いことが続くと思い、中絶していたら、ベー
トーベンの素晴らしい音楽は産まれなかったの
です。私たちクリスチャンは困難に直面した時、
どのように立ち向かえばよいのでしょうか。神
様の摂理を受け入れて、神に不可能なことは何
もないと信じ、乗り越えていくことができるの
です。古い価値観と聖書の価値観がバッテイン
グしてしまいます。しかし、ジャイロに立って、
歩んで行きましょう。
　　
　　主の良くしてくださったことを
　　なに一つわすれるな
　
　イスラエルの民がバビロン捕囚に遭っていた
とき、主に立ち返ろうと呼びかけを詩にしたも
のです。イスラエルの民は少し良くなると、神
に背き、また戻る。を繰り返していました。人
は豊かになりある程度の水準になると、目的を
失い、生きる理由をうしないます。豊かな生活
が当たり前になってしまいます。幸せぼけです。
これはとても危険です。エジプトで奴隷として
あれだけ酷い労働を課せられていたのを神様が
救ってくださったにもかかわらず、文句の連続
となってしまうのです。原罪をもって生まれた
人間は神様からどんどん離れて、大切なものを
捨て去ろうとしてしまうのです。私たちは何か
困難に直面したとき、このように、今までと同
じやり方をやっていてうまくいくでしょうか。
だからこそ、飢え乾かなければなりません。
　　奇跡は忍耐があってこそ
　
ばら寿司は昔、大変貴重なごちそうとして、一
年に２回くらいしか食べれませんでした。です
から、一つ一つの食材に感謝して、食べていま
した。しかし今は何でも簡単に手に入る時代に
なり、感謝がなくなってしまいました。飽食の
時代、人々は当たり前の環境に感謝をすること
が出来ないかもしれませんが、神様と共にいる

私たちは、いつでも、感謝、驚きがあるはずです。
しかし、それは、戦いがあってこそ起こります。
もし、神様がいなくなったら、もし家族がなく
なったら、回復したものがなくなってしまって、
本当に良いのでしょうか。もし、奇跡をみたい
なら、今までと違うやり方をとらなければなり
ません。神様は難しいことは言っていません。
ただ、祈りなさい。感謝しなさい。決断しなさい。
これだけです。大変な状況でも、忍耐すれば、
すごい奇跡がおきます。そして、問題も解決し
ます。
　　　　
　　①どれほどの恵みか
　
　最初に教会に来た時のことを思い出しましょ
う。どのようにして神様に救われたかどれほど
の恵みか思い起こしましょう。のど元過ぎれば
熱さ忘れる。になっていませんか。不平不満、
忙しさ、人間関係。文句ばかり言ってないでしょ
うか。教会に来るのは、あなたがどのように神
様に愛されて救われたかを心に留め、忘れない
ためです。
　　②何が問題か　～心を探る～
　
　困難にあった時、人のせいにしてはいけませ
ん。なぜ、問題が起きるのか考えてください。
人間関係、職場、家庭。同じような問題が繰り
返されていませんか。悪魔はあなたのせいだと
いって、あなたを責め、あなたを変わらないよ
うにします。たくさんの人との出会いで、考え
方がそうなってしまっただけです。ただ、問題
に気付いて変わればいいのです。
　
　　③主に叫べ
　
　今まで、人に向かって指を差し叫んでいまし
た。しかし、これからは、神様に叫びましょう。
神様は答えてくださいます。私たちが苦難に遭
うのは神様に向くためです。あなたが間違った
方向に進んで行ったとき、神様は止めるために
鞭を使われます。あなたを叩くためではありま
せん。問題を教えてくださり、間違った道から
戻れます。そうすれば、あなたに与えられた役
割が輝きます。
まとめ

　今の不足に目を向けるのでなく、もう一度
私たちは神様にどのように愛されて、今日が
あるのか思い起こしてください。神に飢え乾
けるはずです。そして、私たちは問題の中で、
主に叫び、餓え渇きが与えられるように求め
祈りましょう。
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祈りましょう。
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