
アドベント礼拝Ⅲアドベント礼拝Ⅲ
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 18 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

唯恵伝道師
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小根久保　伸彦

私はビジネスマンとしてたくさんの「成功の法
則の本」を読みました。それは成功者になりた
かったからです。それらの本のほとんど全てに、
聖書にある「自分がして欲しい事を人にしなさ
い」(ルカ6-34)これが「黄金律 (ゴールデンルー
ル )」だと書かれています。大成功している人
達は必ずこれを実践されています。本当に大切
な事だと思います。私達の教会は人と向き合う
事、関わりを持つ事を再三、牧先生は強調され
てきております。私は心の中では「えーめんど
くさいなぁ」と呟いて、「自分がしてほし事を
してあげればいいや」と思っていました。つい
最近この大好きな「黄金律」が書かれている次
の節に気がつき衝撃を受けました。ゴールデン
ルールの章の後に「自分を愛してくれる人を愛
したところで、あなたがたにどんな恵みがあろ
うか。罪人でも、愛してくれる人を愛している。
( ルカ 6-35)」とありました。愛せない人を愛
していく事、人と向き合う事、関わりを持つ事、
これは「成功の秘訣」でなく「幸せの秘訣」な
のだと感じさせられました。神様は成功者に私
達をさせるのではなく幸福者になさろうとされ
ているのですね。だって成功者で不幸な人を私
も沢山知ってますからねー。「富んでいる者が
神の国にはいるより、らくだが針の穴を通る方
がもっとやさしい」「成功と幸せ」似てるよう
で全く違いますね。

  Ⅰ列王8～15　水12金14

※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
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（１２月４日）

「Contemplation7」
～Who are you 自分を回復～　　　　　　　　　　　　　　マタイ16：15－19

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

　　　あなたは誰ですか？…
　あなたは誰ですか？と聞かれた時に多くの人は名前と
共に職業や住んでいる家…そういったものを答えます。
けれど、これは私達のアイデンティティなのでしょう
か？確かにその人の職業ですし、その人が手にした財産
であるかもしれません。しかし、これはすべて「物」です。
自らが作り上げたものではありません。でも私達はそれ
を置き換えて「自分」にしてしまっているのです。国や
地域性といったものもあります。その国や地域の人々が
皆、似たような生き方をしているのであればそれは単純
に自らを失っているだけなのです。自分が失われたので、
相手に自らを置いて、物に自らを置いて自分を作り上げ
ていくのです。自分が見失われているということは自分
の使い方がわからないので、自分がどうすれば相手に届
くかがわからず、どう接すれば理解してくれるかがわか
りません。だからどこに行っても失敗することになりま
す。私達はアダムとエバの時以来、神様の「愛の権威」
がわからなくなったので権威を恐れて隠れるようになり
ました。その時から自分を守る生き方が始まったのです。
そして、自分を守るために、何かを得るために「自分の
価値」という大切なものを差し出してしまいました。だ
から「自分には価値がない」「自分は駄目な人間だ」「自
分がわからない」…そうなったのです。（ｴﾍﾟｿ2：8-13、
ﾛｰﾏ13：1-5）
　　　一番最初に失ったものの回復を…
　今日の聖書箇所の自然な会話のやりとりの中に
Contemplation の締めくくりにふさわしいとても重要
なものがあります。私達が一番最初に失ったものです。
人と神様の存在また関係です。イエス・キリストはこれ
を回復するために来たわけです。今日の聖書箇所の前で
「人々は人の子を誰だと言っていますか。」とイエス様は
弟子達に対して突然会話を投げかけます。弟子達は「バ
プテスマのヨハネだと言う人もあり、エリヤだと言う人
もあります。またほかの人たちはエレミヤだとか、また
預言者のひとりだとも言っています。」答えます。する
とイエス様は「あなたがたは、わたしを誰だと言います
か。」とペテロに聞きます。そしてペテロは「あなたは、
生ける神の御子キリストです。」と答えるわけです。彼
はイエス様と３年間共に歩んで本当にこの方は神様だと
思うようになっていたのです。アダムとエバが罪を犯し
て神様から隠れたあの日から自分がわからなくなり、人
を通して自らを見るようになった人間がもう一度神様と
つながって見えるようになったのです。
　　　Contemplation①～⑥のおさらい…
　①神 は 裁 判 官　ダ ニ エ ル　Ⅰ心 を 静 め る　Ⅱ
W.W.J.D ？（What would Jesus doｲｴｽ様ならどうす
る ?）
②羊飼いの声に　Ⅰ備える　Ⅱ道を整える　Ⅲ影響　Ⅳ
W.W.J.D ？
③人生の回復　モーセ　Ⅰおき忘れ [ 失敗 ]　Ⅱ履物　
Ⅲ目的　過去を土台に
④神の国とその義　Ⅰイエス様は生きている　Ⅱ知恵聞
受行　Ⅲ刺繍の裏
⑤十字架の恵み　Ⅰ犠牲がある時　Ⅱ赦し合う　Ⅲ自分
を欺くな
⑥死　Ⅰ自分を手放す [ 死 ]　Ⅱ散らす ( 与える )　Ⅲ平
安を待つ
　　　自分を探していますか…
　宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」というアニメがあ
ります。突然未知の世界に迷い込んだ千尋と両親。美味
しそうな食べ物が並んでいる店を見つけた両親は欲のお

もむくままに食べて豚になってしまいます。千尋は両親
を助けるために湯ばあばの元に行きます。すると、働く
ように言われ、千尋という名前も贅沢だと言われて名前
の一部を取られ「千 - せん -」となります。日本の八百
万の神に支配された世界で人々が仕事のために自らを
失って仕事の奴隷として生きている中で過去の愛がすべ
ての縛られたものを回復させ、その人の本当の存在を取
り戻すという内容です。ストーリー自体は聖書的ではあ
りませんが、日本に置かれている今の私達が、名前を失っ
て生きている姿が非常によく描写されている作品だと思
います。私達クリスチャンも教会に行って神様を信じる
ようになりましたが、このキリスト教も「宗教」になり
兼ねません。私達の教会にいる時の態度と、世の中に出
て行った時の態度は違っていませんか？人と接する時の
態度を神様と向き合うことができなくなった私達。こん
なことを考えた時、私達が黙想をしなければならない最
大のテーマは「自分」であると思うのです。一日の中で
私達がどれほど自分を探しているでしょうか。
　　　シモンからペテロへ…
　シモンという名前は「揺れ動く人」という意味です。
ですから実際に揺れ動く人でした。ところが、そのシモ
ンに対してイエス様は「あなたはペテロです。」とおっ
しゃいました。ペテロとは石という意味です。揺れ動く
シモンが石のペテロになって、その石が合わさった大き
な岩盤の土台の上にイエス様の教会を建てるとおっ
しゃったのです。揺れ動く者から揺れ動かない者へと名
前を取り戻したのです。その後で「わたしは、あなたに
天の御国のかぎを上げます。何でもあなたがたが地上で
つなぐなら、それは天においてもつながれており、あな
たが地上で解くなら、それは天においても解かれていま
す。」（ﾏﾀｲ16:19）と人が赦される権威を任せると言わ
れたわけです。
　　　我と神　我と汝　我と物…
　マルティン・ブーバー（ｵｰｽﾄﾘｱ出身のﾕﾀﾞﾔ系哲学者、
社会学者。1878-1965）著「我と汝」は私達が「我と汝」、
「我と物」というものにだけに目がいったので二重の態
度が私達の内にあるのだということを話しています。を
ぜひ読んでみて下さい。神様がアダムとエバを創造した
時、神様は「我」として彼らを造りました。そして彼ら
は自分は神の御姿だとわかっていました。そして神様を
見て自分を見ていました。神様と自分が「我と汝」でした。
けれど、アダムとエバはお互いを見て自分を学ぶように
なりました。二人が「我と汝」になってしまいました。
そして、エデンの園から追い出されたので糧を得なくて
はならなくなりました。したがって、自らの「物」が自
らに置き換えられていったのです。社会的地位・富・名
誉…そういったものです。ですが、これらを否定してい
るのではありません。神様によって自らを見つけた時に
私達はこの世にあっても栄えるんです。聖書には「受け
る者より与える者になりなさい。」と書いてあります。
７つの黙想は…

自分を戻すための大切なツールです。人のことを悪く思い
憎しむのに何時間も費やすなら、自分自身を探すために１
０分真剣に考えてみて下さい。すると、自分を通して何か
を見出します。不満ではなく願いが与えられます。戻りた
くなるからです。７つの黙想の最後に平安が与えられます。
この平安を持ってでしかこの地で祝福されことはできませ
ん。私達は神様の子どもです。人々は私達からイエス・キ
リストを見ます。この世にあって正しい人であろうと向き
合うことができるなら、いつの間にかあなたはあなたに
なっています。

自分を戻すための大切なツールです。人のことを悪く思い
憎しむのに何時間も費やすなら、自分自身を探すために１
０分真剣に考えてみて下さい。すると、自分を通して何か
を見出します。不満ではなく願いが与えられます。戻りた
くなるからです。７つの黙想の最後に平安が与えられます。
この平安を持ってでしかこの地で祝福されことはできませ
ん。私達は神様の子どもです。人々は私達からイエス・キ
リストを見ます。この世にあって正しい人であろうと向き
合うことができるなら、いつの間にかあなたはあなたに
なっています。

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

列王記の著者について書いていきたいと思います。こ
の書は南王国滅亡前後の預言者か預言者に近い人物に
よって書かれてのではないかと言われています。それ
は著者はかなり古い王室文書をも使用しているからで
す。「ソロモンの業績の書」「イスラエルの王たちの年
代記の書」「ユダの王たちの年代記の書」これらは公
式の年代記であり、王室の記録と管理をする「参議」（Ⅰ
列 4：3）のような職の者か、宮廷に関与した預言者
などによって記録・保存されたものと考えられている
からです。エリヤとエリシャについての記述は、王室
文書とは違って、サムエル以来の預言者集団、あるい
は預言者個人にかかわる民間のものと言えます。列王
記著者は自らの著作方針に従ってまとめて 1 巻の書物
にしたのと考えられている。列王記に記載されている
期間は 4 百年間をまとめるとすれば、著者自身がはっ
きりした史観と編集方針を持たなければならなかった
であろうと推測します。このように神さまが背後に働
かれている歴史を紡いでいくように書かれた書とも言
えます。大きな計画として読み進めていきたいと思い
ます。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉
西嵜芳栄
酒井美津子
a金森清子

　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

メッセージ：
司　    　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

18

25

19

26

20

27

21

28

22

29

23

30

24

31

ぼやき会15：0000 ~

ぼやき会15：0000 ~ 早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~ ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~ 早天祈祷会6：0000 ~

22時～
カウントダウンクリスマス礼拝

＆パーティー
日名陽子

青山由香里

上田　仁 山本洋子

湯浅八重子

釣崎悦子
豊島寛規

秦野好美

西本久子

2424 青山由青山由香里香里2323222221212020191918

スモールファミリー

誕生者のお祝い
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

ふるさと
クリスマス料理教室
＆お菓子の庭作り

10

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

9
早天祈祷会6：0000 ~

倉本優也

8
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

金森清子

7
早天祈祷会6：0000 ~

三村隆人

6
ぼやき会15：0000 ~

54
聖餐礼拝＆
市民クリスマス

渥美浩幸
ふるさとミーティング

（要約者：全本　みどり）


