
聖餐礼拝＆キッズフェスタ聖餐礼拝＆キッズフェスタ
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
（11 月 13 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

岩崎祥誉

小根久保伸
高橋奈津江
a岡本享子
舛田先生
小根久保麻
高橋奈津江
牧三貴子
平澤　瞳
富岡　牧
楢村明子
岩崎まり子
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酒井美津子

　聖歌 423 番「告げよ主に」
♪告げよ主に　告げよ今　内にある悩みを　御恵みに富
める主は　聞き給わん親しく
　主のもとに降ろせなが　重き荷のすべてを　御恵みに
富める主は　取り給わん残らず…
　
　ある日、この楽譜が家に何気なく置いてありました。
これを目にしたとき、私は妙に気になりお兄ちゃんにコ
ピーをとって欲しいとお願いしました。最初は、なぜこ
んなに気になったのかを深く考えることはなく、前にア
シスタントで歌ったことがあるからかなぁ程度に思って
いたのですが、今回コラムにこのことを書こうと思わさ
れたとき、なぜこんなに気になったのかを自分の中で深
く思い巡らしました。するとそこには、神様が私に伝え
ようとしているメッセージがありました。人は愚痴を言
うとき、つい人に言って身軽になったつもりになります。
でも、本当に大事なのは、神様の前で自分が抱えている
悩みを打ち明け、神様の前に持っていき重荷をおろすこ
とだと感じました。それだけでなく、自分が蓋をして気
付かないふりをしている重荷についても神様が向き合う
ときだよと伝えているように思いました。3週続けて黙
想というテーマでメッセージが語られました。自分自身
の祈りを振り返ったとき、事故や安全のために祈ること
はあっても、自分の内の深い部分について祈ることをし
ていなかったことに気付かされました。だからこれから
は、神様に自分の思いを素直に神様に告げる祈りをして
いきたいと思います。そして、ただ一方的に告げるだけ
でなく、静かに神様からの答えを待つようにしていきた
いです。自分の心と自分の置かれている環境を整えて、
神様と向き合っていきたいと思います。

  Ⅰサム28～Ⅱサム３　水３１金2

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。

通読のツボ

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONYTESTIMONY「告げよ！！」
23 番「告げよ主に」
主に　告げよ今　内にある悩みを　御恵
　聞き給わん親しく

「告げよ！！」

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
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

舛　田ﾌｧﾐﾘｰ

　芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

平　澤ﾌｧﾐﾘｰ
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：
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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~

早天祈祷会6：00~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

県北祈祷会
in　あぐり

20：00~

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~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ペットボトル
　　　ツリー

聖餐礼拝＆
キッズフェスタ

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~

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16：30~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ
in 岡南教会

14：00~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ
in 岡南教会

19：00~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~

豊島理恵
竹下英二

　澤口順子

富岡美千男

今橋昭広

古賀希望

牧　尚美

牧　征實

酒井美津子
馬場龍之介

村部竜輝

藤井サト

佐々木亮祐 山口ヒサコ

三村洋子
高　君
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ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

豊島理恵
竹下英二

11
早天祈祷会6：0000 ~

古賀希望
牧　征實

10
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

9
早天祈祷会6：0000 ~

8
ぼやき会15：0000 ~

7

村部竜輝

6
聖餐礼拝＆
キッズフェスタ

（要約者：日名　陽子）

（１０月３０日）

「人生の回復」
出エジプト3：1～3：8　4：1～4：7

スモールファミリー

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

あるお年寄りが空港で何時間も座り込んで動かないので、係員が
心配になって声をかけると、コンコルドという飛行機に乗って何
千キロも移動して、あまりに早く着いたので自分の心を忘れてき
たので心が着くまで待っていると言ったそうです。情報社会になっ
てあまりに早い時代の流れの中で人生が目まぐるしく変わってい
ます。あなたは自分を見出していますか？携帯電話もすごいスピー
ドで形も機能も変わっています。この早い時代の流れについてい
けていないが、現実には生きています。この逸話のように、今日は、
忘れてしまっているものについて考えてみたいと思います。忙し
くて自分を顧みる事がなくなってしまっていませんか。目的がわ
かっていればいいが、分からなければその日暮らしになってしま
います。日本は自殺の上位国です。戦後他人より豊かな生活や文
化的な暮らしを求めるように教育され、豊かになりました。でも
物質的にいくら豊かになっても自らの存在価値や目的が分からな
ければ人は生きられません。貧しい国は病気でも医療が受けられ
ず死んでいますが、日本は違います。ある大学教授が自殺率につ
いて高い地域と低い地域について研究した結果、低い地域は、多
様性が重視され、人物目的本位で総合的な他者評価有能感（自己
信頼感）があり、適切な援助希求とゆるやかなコミュニティがあ
るそうです。まさに教会は色々なタイプの多様性を持った人の集
まり。皆違う役割があり、全ての役割に意味がある。一人の人が
あなたを誉めるところではなく、総合的な他者評価を受けられる
場所。週に１～２回集まる家族意識のあるゆるやかなコミュニティ
です。
　　置き忘れた物を見つける
　モーセは大失敗をした人物である。モーセはエジプトに生まれ
たイスラエル人だが、王国の次男として育った。大人になり自分
の生い立ちを知り、痛めつけられている同胞をみて、自分の部下
を殺してしまい、荒野の奥に４０年も逃げた。私達も問題が起き
た時に逃げてしまいませんか？でも、そんな時に神様がされる事
は回復です。私達は過去の経験で、それも幼い時に失敗した事で
苦手意識を持つようになっている。モーセも失敗した事で自信を
無くしてしまった。モーセはある日燃える柴を見せられて、神様
に名前を呼ばれた。モーセは王の息子としての教育を受けたのに、
４０年も荒野で羊を飼っていて口下手だった。苦手意識があった。
あなたの苦手は何ですか？私たちは勉強が苦手、人と関わるのが
苦手と思っているが、子供の時からそうではなかったはず。小さ
い子供は何でもやりたくで苦手意識など持っていない。苦手だと
思っているとそれが出来なくなる。目的を果たさせない様に邪魔
されている。人間は考えて意志を持って決定する存在だが、考え
ずに、その日暮らしの人生を歩むようにさせられている。問題が
起きても考えないので、人のせいにしてしまう。これでうまくい
くはずがない。でも、モーゼは荒野で羊の世話をしながら、色々
な言を学んでいた。言葉で人を制する事を辞めて、神に祈り、神
の方法で物事を成す事を選んでいた。
　　　履物を脱ぐ
　モーセは紅海を渡りイスラエルの民を導いた大リーダーのイ
メージがあるかもしれないが、犯罪者で、何も出来ないと信じきっ
ていた頼りない自信のない人間だった。モーセの口癖は「私は出
来ません。私は口下手です。誰か他の人を行かせて下さい。」だった。
自信がなく、何も出来ないと言いながらもプライドがあり、自分
の弱さを認めず人のせいにする人物だった。そんなモーゼに神様
は靴を脱ぐように言われた。靴を脱いで神様の前に出ていくとは、
黙想する事です。モーゼは荒野でこの事を学び、黙想が出来るよ
うになった。皆さんは黙想していますか？日曜日にどんな気持ち
で教会に来ていますか？黙想して私達の心の価値観をオフにする
必要がある。過去の自信を取り去ってきた経験を脱ぐ必要がある。
奴隷がイエス様の足を洗った様に、王の息子であったモーゼに神
様は、今までの価値を捨てて、低くなって奴隷と同じ立場になっ
て行きなさいと言った。神様はどんな気持ちで靴を脱げと言った
のか。私達にとって靴を脱ぐとはどういう事なのか。私達の経験
や価値観や考えを持ったまま、神様の前に近づく事は出来ない。
　　モーセが捨てた物
　　①権利を捨てる②立場を捨てる③苦手を捨てる
　これを捨ないと自分の目的に到達できない。私たちは色々な経
験から、どうせ私は何も出来ない、愛されていないという渋柿の
ようになった。渋柿がイエス様の十字架の贖いによって甘柿に置
き換えられたにも関わらず、自分は渋柿だと言い張っているよう
では、食べてもらえない。モーゼは痛みを知っており、同胞の為
に人殺しをする篤い人だったが、神様に声をかけられても自分に
は出来ないと言った。もう何も出来ないと思った時に神様が働い

た。自分があるうちは自分が行動するので、周りのものを壊して
いく。自分が置かれている現状が悪い程、感謝しなさいと神様は
言われている。上手くいかないのには理由がある。あなた自身が
変わりなさいと神様は言われている。今置かれている現状で上手
くいかない時、他者から誹謗中傷される時に神様に聞く事が大切。
過去の人物を見ても、痛みと訓練を通りぬけた人々が置かれた場
所で咲ける様になっている。上手くいかない時にチャンスがある。
でも、私達は神様に言う前に人に言ってしまう。是非、黙想して
神様に聞いて下さい。モーゼはイスラエルの民を引き連れて行く
中で、民の神様への不満や問題に触れた時に民に言う前に神様に
祈った。モーゼは、自分は昔から口下手ですと言ったが、王の子
として育ったのだから、本当は違うはず。私達も昔からダメです、
苦手だと言い続けて生きているかと思えば、プライドで生きてい
る人もいる。ある一部の他者より秀でた所で比較して、相手を見
下し、自分の弱さを認めず、相手が悪い、馬鹿だと言ってしまう。
でもどちらも根っこは劣等感で同じ。私達はこの二つの姿で生き
ている。でも、モーゼは靴を脱いだ。その時から３００万人を率
いていく人物に変えられた。目的がわかったからです。
　　　目的を見つける。過去はそのための土台
　過去は、自分の目的を見つける為の土台。何の為にそこにいる
のか置かれた場所から逃げずに聞き続けて欲しい。人は生きる目
的が分からないと死を選ぶ。目的がないと人は欲しいままに振る
舞う。目的のない人は一人もいないが、特に今、男性から目的が
失われている。目的を失うと権利を主張する社会になっていく。
今の日本は自分の立場を守る為に権利を主張し、とことん苦手を
見ない様にして、関わらない様にして生きるようになっている。
でも、今置かれた現状から学ぶ事が出来れば神様はそこから一度
に変える事が出来る。過去の全ての痛み悲しみが目的の為に結集
するようになる。今通っている道をあなたが離れる事は簡単。何
時でもできるあなたの権限。あなたがやらないと言えば終わる。
でもその為に多くの人の使命が果たされず、そのまま悪くなって
いく。でも、そこで自分が変われば自分を通して誰かが救われる。
その働きや方法には多様性はあるがそれは役割であり差はない。
神様に是非祈って下さい。あなたの苦手な事について、そこから
逃げずに、プライドに立たずに祈って下さい。私達には弱さがあ
ります。モーセが大切にしたのは静まって祈る礼拝です。選ぶの
はあなたです。あなたにとって礼拝とは何ですか。作業や奉仕の
時間ではない。神様に心を向けて色々な思いを置く必要がありま
す。この地上では役割ゆえに知識や立場に多少差があるが、神様
の目から見るなら関係ない事、無です。知識を増し加える程、神
の英知から離れてしまう。もし常識や経験で人を見るなら、その
人を殺す事になる。あなたは自分を守る為に誰かを排除していま
せんか？自分の正しさを伝える為に誰かを落としていませんか？
それは荒野に行く前のモーセの姿です。荒野に追いやられて痛み
の中にいて自信を失っている人はいますか？モーセはプライドの
中に生きる 40年、自信を失う荒野の 40年を通った。あなたはモー
セのように80年もそんな道を通らないで欲しい。方法は一つです。
心開いてそこから学んで欲しい。あなたの知識や経験を脇におい
て、何のためにここに集うのか、何の為に今置かれている所にい
るのか、是非、神様に聞いて下さい。祈ろうとすると眠くなって
考える事を止めようとする力が働く人や、怒りや過去が浮かんで
来る人もいると思いますが、負けないで下さい。必ず神様はモー
セが納得するまで向き合ったようにあなたに向き合ってくれます。
あなたには役割があります。それをつかむまで神様に求めて下さ
い。神様の計画はあなたの苦手の中にある事が多いです。使命を
排除する為に苦手にさせられている事が多いからです。出来る事、
得意な事を置いてみて下さい。それは第一次的なものではない事
が多いからです。もし、病があるなら、あなたの役割を止めよう
としているので、それと戦う必要があります。色々な理由を作っ
て神様の前に出る事を辞めないで下さい。頑なになろうとする心
や、信仰を失わせる心を取り除いて下さい。環境のせいにして環
境を変えても何も変わりません。人に伝えても何も変わりません。
変わるのは私達です。変える事が出来るのは神様であり、それを
成すのはあなたです。あなたは決断するだけです。目的を見出す
だけです。この二つがあればあなたの人生は変わります。神様が
あなたをどの様に創ったかを感じて下さい。私達が真の礼拝者と
なり人生が回復されますように。
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誕生者のお祝い
ペットツリー作り

＆

今回も民族編です。ペリシテ人についてみていきたいと思
います。ペリシテはパレスチナ南西部の東地中海沿岸寄り
に居住した民族です。彼らの 5 大都市は、エクロン、アシュ
ドデ、アシュケロン、ガテ、ガザでした。ペリシテ人は前
1200―1000 年のイスラエルにとって最大の敵でした。ペ
リシテ人に対する最古の言及は族長時代までさかのぼりま
す。ゲラルの地の住民として創世記に登場しています。サ
ムエル記の時代もペリシテ人のパレスチナ進出が活発化し
ていて、高度の文明を持っておりました。イスラエル人も
彼らから多くのものを吸収していきました。またその影響
力の大きさは、彼らの名前が「パレスチナ（ペリシテ人の
地という意味の語に由来）」という名前となって現在も残っ
ていることからもわかります。彼らはダゴンやアシュタロ
テの神々を礼拝していました。ヘブル語でダーグは魚を意
味していますので半魚半人の像であったのかもしれません。
またヘブル語でダーガーンは穀物を意味するので、これは
豊作を祈願して祭られていたと思われています。またアシュ
タロテは肥沃、多産、愛の神として祭られていました。神
様の忌み嫌っている偶像礼拝者たち（国）とは、敵対関係
が続いていくことになります。本当の神さまを礼拝するイ
スラエルがどのように信仰を継承していったのかをこの後
も読み進めてながら感じていきましょう。

牧　一穂　牧師
舛田幸恵先生
行司佳世伝道師
全本みどり
a佐々木亜弥
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　２日　牧一穂先生
　３日　中村未来
　５日　河野満之
　　　　河本幸子
　８日　村部竜輝

１１日　古賀希望
　　　　牧　征實
１２日　豊島理恵
　　　　竹下英二
１３日　今橋昭広

１３日　澤口順子
１５日　藤井サト
１７日　高　君
　　　　三村洋子
２０日　藤岡真裕

２０日　富岡美千男
２１日　馬場龍之介
２２日　佐々木亮祐
　　　　河野愛奈
２３日　山口ヒサコ

２５日　牧　尚美
　　　　酒井美津子
２９日　枝光恵理

１１月の誕生者


