
アドベント礼拝Ⅳアドベント礼拝Ⅳ
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 25 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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西嵜　芳栄

　ある日、結愛が尋ねました。「聖書を学童に持っていっ
たらダメ？」私は一瞬どのように答えようか迷いました
が「学校のもの以外を持って行って大丈夫？」と言いま
した。すると意外なことに（いつもなら黙りそうな結愛
が）更に切り返したのです。「ママ、お人形と本とどっ
ちがおもちゃ？」「そりゃ～お人形？」「学童にはお人形
を持っていっても大丈夫よ、なら本ならもっと大丈夫
じゃないの？ゆあ、友達に神様のこと話してあるよ、もっ
と教えてあげたい」「・・・」私は絶句してしまい、きっ
とその時周りから見たら（神様は見てたでしょうけど）
口が開いていたと思います。夏からずっと計画を立て、
友達をお泊りに誘って日曜に一緒に教会に行く。彼女の
中にはそこまで計画があったのを聞きました。『ちいさ
な伝道師』そんな言葉がよぎりました。あれこれ人間的
に考えてしまっていたのは私の方。この時、本当に神様
に『お前がとどめてはならない』と言われたような気が
しました。

ルカ 18:16-17
イエスは、幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。「子
どもたちをわたしのところに来させなさい。止めてはい
けません。神の国は、このような者たちのものです。ま
ことに、あなたがたに告げます。子どものように神の国
を受け入れる者でなければ、決してそこに、はいること
はできません。」 

大好きな神様を教えてあげたい。そんな心で大切な人た
ちに伝えていく者になりたいと子どもを通して気づかさ
れたことでした。
12/24-25 とその機会を与えてくださっている神様に感
謝します。ご自分の全てを捨てて身代わりになってくだ
さった神様の愛が、私たちを通して流れていきますよう
に。

  Ⅰ列王16～22　水19金21

※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
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（１２月１１日）

「もう一度、正しい決断をする！」
～「良い種を蒔く」という決断！～　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　マタイ２：１～１０　　７：１６～１８　　ガラテヤ６：７～１０

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

砂漠で生まれ育ったある人が、イギリスに行った時、蛇
口があり蛇口をひねると水が出ることに感動し、帰国時
に「蛇口が欲しい」と言いました。でも蛇口だけあって
大事な水がなければ何も意味がありません。わたしたち
も同じように、第一義的な物だけを大事にしてしまい、
その中の奥にある大事なものを見失っていませんか？蛇
口とつながっている水―神様を見失っていませんか。ク
リスマスは一年に一回ではなく、本当は毎日がクリスマ
スだと思わなければいけません。わたしたちのために生
まれてきてくれた人がいる、わたしたちのために十字架
にかかった人がいる、ということを理解しなければいけ
ません。クリスマスが形的な行事だけ、蛇口みたいに形
だけになっていませんか？また、中に入るか外に行くか
忘れて回転ドアで迷っている人のように、人生に迷い、
そして教会に来た時だけいい顔でいて何をしに教会に来
てるか分からなくなっていませんか？
　　　Contemplation①～⑦のおさらい…
　①神は裁判官　ダニエル　Ⅰ心を静める　Ⅱ志と直感
　ⅢＷＷＪＤ（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
ＷＷＪＤ？
③人生の回復　モーセ　Ⅰ置き忘れ [ 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犠牲にある時　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
安を得る
⑦何者か
　今週は Contemplation の卒業後になります。ヘロデ
王の時代にイエス様が生まれました。（マタイ２：１～
１０）ヘロデ王は、ヤコブの息子エサウの子孫です。エ
サウは一時の食欲を満たす物と引換えに長子家督の権利
を手放し弟に奪われてしまい、そこから奪い合いを繰り
返す家系になりました。ヘロデ王は、キリストが生まれ
ることを東方の博士から聞いたとき恐れ惑い、生まれた
ベツレヘム近辺の２歳以下の男の子を皆殺しにしまし
た。またエサウのような事件が起こるのではという恐れ
の傷ゆえに、奪う決断を選び、また同じ家系を築いてし
まったのです。みなさんもヘロデ王と同じように、間違っ
た古い価値観を次世代に継承していませんか？やめま
しょう！この劣悪な継承がとても恐ろしいのです。三代
四代続く呪いというのは本当はありません。悪い者が「み
んなが見てるから恥ずかしいぞ～」などと、わたしたち
の決断を「誘惑」してきます。でも決断するのはあなた
です。
　　　良い種を蒔く～反対者を愛する
　あなたを誹謗中傷するような反対者が現れた時、「そ
んな奴は排除しろ」という悪い声が聞こえてきます。も
う一方で「あなたはヘロデと同じことをするのか？」と
いう声が聞こえます。どちらを選ぶ決断をしますか？悪
い種にさらに悪い種を蒔けば良いことにならないことは
分かります。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）年に一度のクリ
スマスに、ヘロデから学び、十字架のイエスの生き様を
思い、間違った決断をしないようにみんなでやりましょ
う！ 1985 年イランイラク戦争勃発時、48 時間以内に
イランから日本人 200 名を助け出さないといけない事

態に日本政府は対応できずにいました。その時トルコが
自国民より先に政府専用機で日本人を助け出してくれま
した。それは、1890 年に日本を出航したトルコのエル
トゥールル号の船員が和歌山沖で遭難した時に日本島民
が精一杯助けた出来事を、トルコが教科書や映画で覚え
ていたからです。良い種を蒔いたから良い実を実らせれ
たのです。世界が人を変えるのではなく、一人の人が世
界を変えます。それが神様が採った方法です。イエス様
は天から降りてきて力と権力で人に信じさせるのではな
く、闇の深い季節の真っ暗な時に糞土にまみれて、世の
中の闇の中に灯される光として生まれてきました。自分
を守るために反対者を排除するのは、十字架のイエス様
が願ったことでしょうか？他人を蹴落とさまいと努力し
ているクリスチャンに、権力でや大切な人を傷つける方
法で出来事が来るかもしれません。そんな時、神様の前
に素直になってください。素直に良い種を蒔く決断が必
要です
　　　外的要因に負けるな！！
　　　～我と神、我と汝、我と物～
　外的要因に負けないでください。あなたは「我と神、
我と汝、我と物」のどこから自らを見極めますか？自分
の仕事、持ち物、置かれてる環境、人の目があなたの価
値を決めるのではなく、あなたを創った創造主の元に
帰った時でしか真の価値を見い出すことはできません。
見出した人は、外的要因に負けず、他人のせいにしませ
ん。でもヘロデは、自分に向き合わず他人と物に目が向
き、イエスに間違った決断をさせられたとしました。み
なさんはお金や立場や人の目といった蛇口ばかり欲しい
と言ってませんか？良い木はみな良い実を結ぶが、悪い
木は悪い実を結びます。（マタイ７：１６～１８）「わた
しは悪い実を実らせてきましたが、イエス様のもとに帰
ります」と、良い木になる決断をしましょう！そして決
断したら、途中で止めず、1 週間やり続けましょう！聖
書にあなたにしなさいと伝え書いてるのは、努力などは
なく「決断」だけです。
　　　クリスマス～正しい種を蒔こう！！
　善を行うのに飽いてはいけません。（ガラテヤ６：７
～１０）１２月２５日まで良い種を蒔き続けると宣言し
ましょう。そうすれば一年後に良い刈り取りをすること
になります。良い刈り取りをできた人は、また次に種を
蒔こうという気になります。良い刈り取りができるまで
あきらめないでください。タイのテレビ番組でのある女
性は、親に捨てられた子や病気の子たちを引き取り育て
ていました。彼女は子どもと同じ目線で向き合い寄り添
い一生懸命子どもと共に生きていました。でも彼女自身
が病魔に襲われ、残りの時間を精一杯子どもたちに、大
切な自分たちの価値・大切な人生の価値を最後まで伝え
ようとしました。

祈り
イエス様が上から目線ではなく手を差し出し、人と向き合
い共に生きた生き様に、彼女にも近いものを感じます。イ
エス様と同じように良い種を蒔きましょう。金銀はないが
私にあるものをあげよう、と弟子たちが言ったように、共
に寄り添い共に生きましょう。「あなたが愛されたように
愛しなさい。」本当の愛・十字架の愛を知っているあなたが、
そのことを知らず起き上がれない隣人を励まし価値を与え
る、良い種を蒔きましょう。「私の目にはあなたは高価で
尊い。私はあなたを愛している。」

イエス様が上から目線ではなく手を差し出し、人と向き合
い共に生きた生き様に、彼女にも近いものを感じます。イ
エス様と同じように良い種を蒔きましょう。金銀はないが
私にあるものをあげよう、と弟子たちが言ったように、共
に寄り添い共に生きましょう。「あなたが愛されたように
愛しなさい。」本当の愛・十字架の愛を知っているあなたが、
そのことを知らず起き上がれない隣人を励まし価値を与え
る、良い種を蒔きましょう。「私の目にはあなたは高価で
尊い。私はあなたを愛している。」

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時頃～20時頃

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

列王記はダビデ・ソロモンの統一王国後のユダとイスラエルの分裂
国家を並列させて記述しています。同じイスラエル人でありながら、
突然分断国家となった北と南のどちらにも主の目は向けられていま
すが、両者のたどる道はその経過、意味、最後において同じではあ
りません。今回はよく出てくるヤロブアムの罪について書いていき
たいと思います。罪は南北両王国にありましたが、特に北王国の諸
王は一様に「ヤロブアムの罪」によって評価されています。ヤロブ
アムの罪はソロモンへの反逆に始まります。ヤロブアムはソロモン
の部下の中でも手腕家であり、ソロモンもその有能さを見て彼を用
いていました。反逆のきっかけは、預言者アヒヤです。王国が引き
裂かれ 10 部族がヤロブアムに与えられるとの宣告でした（Ⅰ列
11：29-31）王国分裂の理由は、ソロモンが父ダビデのように歩まず、
外国の神々を導入したからです。アヒヤの言葉がソロモンに漏れた
か、あるいは有能故に問題を感じたのか、ソロモンはヤロブアム殺
害を考えるようになったので、ヤロブアムはエジプトに逃れていき
ます（Ⅰ列 11：40）ソロモンの死後、レハブアムの重いくびきに
抗議したが受け入れられず、彼は反逆を決意します。その分裂の時
に、ヤロブアムの罪が導入されました。①偶像礼拝の導入。ヤロブ
アムは金の子牛が出エジプトの神とされたことにちなみ、金の子牛
をダンとベテルに設置し、礼拝所としました。ヤロブアムには、必
ずしもイスラエルの主を否定し、異教の偶像礼拝に堕した意識はな
く、主を見える形で民の前に提示したかったと思われています。し
かし一たん導入されれば、金の子牛はもともと偶像でしかなかった
のだから、言わばイスラエル産の偶像となり、以後非難の的となっ
ていきます。②高き所の宮を建てました。③レビの子孫ではない一般
の民から祭司を任命しました。④自分で祭を創始し、祭壇でいけに
えと香をささげました。これらの罪から北王国へ罪が広がってきま
した。この意味を理解しながら通読をしていきましょう。
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１２月の誕生者
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（要約者：高橋　奈津江）


