
聖餐＆アドベント礼拝Ⅱ聖餐＆アドベント礼拝Ⅱ
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 11 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

西嵜芳栄
酒井美津子
a金森清子
行司伝道師
小根久保麻
西嵜芳栄
淺野恵子
加藤優子
富岡　牧
澤口明子
佐々木亜弥
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高橋　奈津江

　先日訪問してきたある宗教の人が「あなたと同じ神を
信じてるけど、イエスは本当は十字架にかかっていない
んですよ」と言いました。時々わたしは信仰が薄くてみ
んなみたいに熱心ではないし…十字架の愛がよく分から
ないし…と、思っていました。でも、もし十字架にかかっ
ていないイエス様に助けてもらおうと考えると、わたし
にはそれはできないことに気づきました。イエス様がわ
たしの辛いところ悪いところを背負って十字架にかかっ
てくれたから、わたしは祈りの中で悔い改め赦され、い
つも新たに再出発できました。相手の辛いところ悪いと
ころを十字架のイエス様に背負ってもらい赦され、わた
しも赦すことができました。それをたくさんしてきたか
らこそ、人を怖がって恨んでしゃべるのが大苦痛だった
自分が大分いなくなり幸せを感じる自分に変わってきま
した。そのことを振り返り「そうか、わたしは十字架の
愛を信じて生活してたんだ」とやっと気づきました。以
前、古い傷と向き合うのが辛過ぎた時、黙想の中でイエ
ス様に「あなたに死んでくれと頼んだ覚えはない！あな
たが死んでもわたしは何も変わらない！」とムチを打っ
たことがありますが、イエス様は変わらない優しい目で
見つめ「わたしが十字架にかかり罪を贖ったから、あな
たには喜んで生きていってほしい」と言われました。「辛
い」という漢字は、立っているわたしたちの下で必ず十
字架のイエス様が支えてくださっています。辛に一本加
えると「幸せ」になり上も下も十字架になります。その
一本を、神様にするか自力にするか他力にするか占いや
お金にするかは自分次第であって、真の幸せになるかど
うか決まってくるなぁと思いました。Ⅰヨハネ 1:7 しか
し、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中
を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子
イエスの血はすべての罪から私たちをきよめます。

  Ⅰ列王1～7　水4金6

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。
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（要約者：富岡　美千男）

（１１月２７日）

「Contemplation６」
～生と死～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタイ１０：３８～４２

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

　　　生と死
　私達は自らに死ななければなりません。自分の偽り
に死ななければなりません。毎晩考えてみて下さい。
自分は今生きていないか。では生きるとはなんなの
でしょうか。「罪から来る報酬は死です。しかし、神
の下さる賜物は、私たちの主キリストイエスにある
永遠の命です。（ローマ６：２３）」私達は心の内側
に罪をもっていて死が恐ろしく不安なのです。だか
ら私達は死に向かって進んでいて死が追って来ると
思って恐れています。クリスチャンは死に対する処
理をうけたのです。あなたがおかした過去の全ての
罪はキリストイエスが十字架の上で背負われたので
す。安全に生きなければならないと不安は無くなる
のです。安心して生きたいと思わなくてすむんです。
なぜなら、平安があるからです。安心と安全と平安
は違います。

　　　①手放す決断
　
　自らの命を自らで救おうとすると、それは　失わ
れていきます。私達は絶えず人のせいにする。人の
せいにすると楽です。自分は悪くないと思って。こ
の生き方は私達の人生の落とし穴です。そして、本
当の姿が失われていっています。人のせいにする事、
自己中心に生きる事、自分の人生を守る事が心の中
心になってきています。裏切られるから人に裏切ら
れる前に自らを守る。それが今の日本の現状です。
私達はあなたの心の中であなたを守ろうとする自分
を手放す決断をしなければいけません。あなたは自
分の人生を守れますか？家族を守れますか？自分自
身の家族を守ると言いながら人のせいにして生きて
いるのにもかかわらず、あなたは守れるのでしょう
か？自分と戦う所にしがみついていると自らを失い
大切なものを失ってしまう。自分を守ろうとするこ
とに死ななければなりません。あなたが今自らを守
るために頑張っているならやねるべきです。是非、
手放す決断をしてください。自らで自らを得ようと
するのと辞める決断を。上杉謙信が何故戦いに行く
ものが自らを救おうとする者が死んで、自らに死ぬ
と覚悟したものが生きるのかと言った事がわかりま
すか？死ぬという恐怖に勝たない限り私達は真っす
ぐに闘えません。恐れている以上私たちの人生は生
きられれない。自分を救おうとして自分と向き合お
うとしていないからです。神さまはあなたを救うと
言ったのです、だから、全てをゆだねて、向き合い
この事で死ぬと覚悟を決めて決断をして下さい。私
はこの道を命を懸けて生きると決めなければなりま
せん。

　　　②散らすものよアンパンマン
　聖書は「散らす」という言葉の意味をイエスキリ
ストの十字架の表現で「散らす」と伝えています。
後は「与える」と書いています。散らすものになら
なければなりません。自分の為に蓄えて、自分の為
に備えて、自分の為に生きるのですか？神さまはあ
なたの人生が豊かなものとなる為に散らしたいので
す。その方法は「種を撒け」と言いました。自分を
散らして誰かの為に撒きなさい。すると溢れるばか
りの豊かさが、あなたが豊かになりたいと思う幸せ
になりたいと願うのになぜ自分の為に蓄えるのです

か？撒かずにしてどうやって刈り取るのか？本当に
正しいものに生きるのならそれには沢山の実が残り
ます。自分の家族の為、自分の為にだけ、自分の将
来の為にだけ、自分の人生を使って生きると結果あ
なたを失うことになります。イエスキリストは私が
背負うと言ったのです。死ななければいけないのは
死ねるという事ではなく、死のうとする決断です。
自分を得ようとしない、決めなければいけません。
イエスキリストはあなたの為に死を決断しそれを
行ったのですから。私は死ぬんだと決意し続けこの
道に生きると信じなければいけません。疑っている
うちには自分を守るだけで実を結ぶことはありませ
ん。あなたが自分に死ねば誰かが助かり、死のうと
すればよいのです。聖書は「死ね」と言っているの
ではなく、死ぬことを決意せよと言っています。す
ると私達は生涯をかけて神の方法で偽りの自分に死
ねるのです。だから散らさなければなりません。

　　　③不安から平安
　安心と安全は裏切られます。平安はたとえ裏切られ
ても問題が起きても平安だけは揺るがすことができ
ません。平安が心の中心にあるのですから。周りに
起きた現状に右往左往しないのです。イエスキリス
トは十字架にかかって最後平安があなたにあるよう
に伝えたのか自らの命をおそれている人は不安です。
ところが自らの命を捨てた人はもう失うものはあり
ません。なので何が起きても安心です。平安がある
から安心なのです。失うものを持っているから失い
たくないから、不安なのです。しかしそれを捨てた
時からそこに立つことができるのです。人が幸せに
生きるのは①感謝②与えた人③ユーモアな人。平安
を得て下さい。その平安は十字架から得ます。彼は
平安を残します。世が与えるものとは違う平安を掴
むために自分に死んでください。あなたの心に不安
や恐れがある限り本当の平安は訪れません。それを
捨てない限りは得られません。死と向き合ったとき
決意したときに何も奪う事はない力として平安は与
えられるのです。そして生と死について黙想してほ
しいのです。死と向き合った人は強いのです。だから、
死と向き合わなければなりません。死ぬことも益で
ある、生きることもキリストであると、聖書に書か
れています。もし私たちが自らを死なすと決意すれ
ばあなの人生は変わるのです。イエスキリストが十
字架に死んだのはあなたが幸せになる為です。幸せ
になる方法は自分に死ぬ以外用意されていません。
「私が道であり、真理であり、命です。私を通さなけ
れば救われません。」死を覚悟した人がキリストと共
に十字架にかかり自分に死ぬんだと決断した人が唯
一救われるのです。決断して自分に死ぬから救われ
るのです。だから変わる事が出来豊かになるのです。
私が弱い時にあなたは強い。無い時に何故豊かだと
言えるのですか？そこを抜け出す時に与えられるか
らです。

お餅つき大会
11時半～17時頃

お餅つき大会
16時～18時

クリスマスマーケット
18時～20時

PM特別セミナー

ふるさと
クリスマス料理教室
＆お菓子の庭作り

列王記に入りました。ヘブル語聖書では「王たち」を
意味し、もともと単一の書でありました。現在の第
1、第 2 の区別はありませんでした。ギリシヤ語の 70
人訳はサムエル記第 1、第 2 と合せて計 4 書としてい
ます。サムエル記を「王国の第 1、第 2」とし、列王
記を「王国の第 3、第 4」と区分けしています。サム
エル記といつ頃分割されたのかは不明となっていま
す。日本語訳聖書では、族長、モーセ、荒野流浪、征
服定着、士師、サムエルの時代等イスラエル民族の歴
史記述を継ぐ書として 11、12 番目の位置づけとなっ
ています。しかし歴史書的性格の文書でありますが、
ヘブル語聖書の 3 区分である律法・預言者（書）・詩
篇（諸書）の中では「ルカ 24：44」によると、預言
書に入れられ、更にイザヤ書（後預言書）等の通常の
預言書とは区別された「前預言書」の最後に置かれて
います。歴史的記述を中心にしながらも、今日のよう
に「歴史書」という区分を設けないで、預言書と位置
付けたのは、歴史の中に働かれる神さまのみわざを意
識したためであると言われています。私たちも読み進
めていく中で現代に繋がれている歴史と背後にある神
さまを感じながら読み進めていきましょう。 

牧　一穂　牧師
舛田幸恵　先生
行司佳世　伝道師
平澤一浩
小根久保伸彦
a加藤優子

　３日　西嵜結愛
　４日　渥美浩幸
　７日　三村隆人　
　８日　金森清子
　９日　倉本優也　

１３日　近藤　颯
　　　　倉本信子
２０日　湯浅八重子
２２日　秦野好美
２４日　青山由香里

２５日　上田　仁
２６日　山本洋子
２８日　豊島寛規
　　　　釣崎悦子
２９日　西本久子

３１日　日名陽子

１２月の誕生者
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