
クリスマス礼拝クリスマス礼拝
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
（1月 1 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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富岡　美千男

　2015 年の抱負は「喜び」2016 年は「楽
しむ」でした。過去の抱負を振り返ってみ
て思う事は、神様から与えられているもの
を用いて 100 点満点生きれていないなあ。
と思いました。その原因は何かと探ってい
たところ、祈っていたけれど、疑う心があっ
たり、心から信じて祈り求めれていなかっ
たのではないかと思わされました。
　今年こそは、神様からいただく最善なる
知恵と祈りをもって、2017 年をかけのぼっ
ていき、神様の栄光を現し、証する者とし
て用いられるようになりたいです！
来年の抱負は「確信した祈り」です！

ヨハネ第一の手紙
5章 14～15 節
「何事でも神の御心に適うことをわたした
ちが願うなら、神は聞き入れてくださる。
これが神に対するわたしたちの確信です。
わたしたちは、願い事は何でも聞き入れて
くださるということが分かるなら神に願っ
たことは既に叶えられていることも分かり
ます。」

  Ⅱ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。

通読のツボ

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONY「抱負」
の抱負は「喜び」2016
た。過去の抱負を振り

「抱負」
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（１２月１８日）

「イエスキリスト」
～重荷を降ろして～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イザヤ５３：１～１２

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

　ある人の家に，クリスマスコンサートのチケットが届きました。
メッセージには「ぜひこのクリスマスに楽しいひとときを」。その
人は，喜んでコンサートに出かけたのですが，実はそれは泥棒で，
コンサートの間に空き巣に入っていたのです。クリスマスには，
私たちにとって本当に大切なものを奪っていく者がいるのです。
それはあなたの心の隙間にこっそり入って盗み，何事もなかった
ようにこっそり去っていくのです。これがクリスマス泥棒です。
１２月は慌ただしい時期ですが，私たちは心を騒がせてはいけま
せん。イエス様が生まれた理由は，あなたのすべての重みが取り
除かれ，あなたが過去から平安になるためです。クリスマスはキ
リストをもう一度思い返し，礼拝するという意味です。イエス様
が生まれる紀元前の時代，彼らはずっと生まれるのを待ち望み，
備えていました。だから私たちも１か月前から備えているのです。
あなたにとってクリスマスの日が本物になるようにしていきま
しょう。クリスマスを思い返す時，読んでおきたいのは，イザヤ
書の 53 章１節です。イエス様が生まれたのはこのためであるから
です。イエス様は，神として生まれてはきませんでした。糞土に
まみれた馬小屋で，飼い葉おけの中に入れられ，十字架にかけら
れる時に巻く麻布にくるまれて生まれてきました。なぜ，神様は
このような方法をとったのでしょう。神様は，力によってこの地
を治めるのではなく，人々の心に変化をもたせる方法を選んだの
です。力と弾圧と武器によって強制された変化は，一時だけです。
人の心を変えるやり方は時間がかかり，ユダはそのじれったさに
耐えられなくなりました。しかし 12 人の使徒にだけに伝えられた
メッセージは，2000 年経ち，今や全世界の半分の国民がこの神様
の誕生を祝う日に成長しています。クリスマスの日に私たちは人
の心が変わる奇跡を見なければなりません。私たちは奇跡を体験
していますが，すぐにそれを忘れてしまいます。1549 年，フラン
シスコ＝ザビエルが日本にキリスト教を布教してからわずか３年
後，日本初のクリスマス礼拝が捧げられました。それはイエス様
がなぜ生まれたのかを悲しむクリスマスでした。当時の戦国武将
らも闘いを休んで礼拝を捧げたと言われています。イエス様はあ
なたの病を背負うために十字架にかかったのに，クリスチャンで
すら，イエス様の十字架の奇跡を信じて礼拝をしながら，それと
は違う人生を歩んでいます。人に傷つけられ，人を憎み，過去を
儚んでいるのです。私たちの教会は，あなたに「過去をしっかり
みてください」と，過去を大事にしています。それは過去を儚む
のではなく，土台にするためです。それは解決された過去です。
だと知りながら，前述の泥棒のように，あなたに違う事に目を向
けさせることで大切なものを奪っていきます。私は癒されたと信
仰告白ができないようにさせ，不足に目が向かせてしまいます。
小さな事故がおきることで「なぜ？」と不信仰になるのです。「な
ぜ？」がおきたら，忘れたり我慢したりするのではなく，立ち止
まりなさいということです。みなさん黙想していますか。黙想を
すると間違った決断をしようとした時に分かるようになります。
クリスマス 1 週間前の今日，過去をここに置いて帰るという決断
をしてほしいと思います。誰かを憎んでいたり心が痛んでいたり
するのではなく，クリスマスの日は平安で優しい気もちになり，
誰かに愛を流す時でなければなりません。そしてそれがクリスマ
スの日だけでなく，毎日になっていかなくてはなりません。
　　　イエス・キリスト　
　　　～重荷を降ろして～
　イエスは「救いをもたらす者」，キリストは「油をそそがれる」
という意味です。「油をそそがれる」というのは「過去を断ち切っ
て神様とつながる」という意味です。なぜイエス様が油をそそが
れているかというと，過去から生まれていないからです。内側か
ら出てくる油は，過去から継承されたものです。ヘロデ王の先祖
エサウは，知恵深く，思慮深くなりましたが，やることは同じで，
短絡的・感情的で，恐れて何かをする人でした。日本人は，恥の
文化で，自分の内側を人に言わない国民です。言わなくてはいけ
ないことを隠して，心の中でうじうじ思っています。それはゴキ
ブリのように何度断ち切っても繰り返し現れては，あなたの大切
なものを食べ，あなたの心を騒がすのです。だからあなたはその
重荷を降ろさなければいけません。悪魔はあなたの過去に潜み，
こっそり心の穴から入ってきて，あなたの大切なものを破壊しま
す。これが大変危険です。イエス様はあなたの過去を取り去るた
めに十字架にかかったのに，未だに悪魔によって過去を置いてい
かれます。過去は解決しているのに，まだ過去を信じています。
過去にとらわれていると，記憶の中で事実も変わっていきます。
イエス様はあなたの重荷を負うと言っています。本当のクリスマ
スを知って重荷を降ろした人が，黙想の中で神様に完全に新しく

され，喜びの中で集わなければクリスマスは流れていかないので
す。彼は死ねために生まれてきました。なぜでしょうか。あなた
の思い煩いや不安を取るために十字架にかかりに生まれて来たの
です。裏切られても痛くないように，虐げられても立っておられ
るように，つまずいても倒れてしまわないようにしてくれたので
す。今までの過去は神様にしか解決できません。だからこそイエ
ス様の人生にかえらなければなりません。イエス様のエジプトで
の 3 年間は，世俗と裏切りと物欲の世界でした。重荷と喜びは紙
一重です。プレッシャーを喜びに変えなければなりません。重荷
を神様に委ねることができたら，喜びになるからです。
　　　過去はBC
　すべての歴史は，BC（紀元前）から始まります。そして，キリ
ストの誕生を待ち望み，AD（主の時の意味）が来ました，私たち
はその歴史を生きているのです。すべてキリストの時からあなた
は数えられ，神の計画の中であなたは生きています。神の時がも
う来たのです。過去を悩んだり傷ついたりするために見るのでは
なく，過去は土台です。新しい約束に変わるための古い約束です。
それを理解して今日乗り越えましょう。『古いものは過ぎ去って．
見よ，すべてが新しくなった（第 2 コリント 5-17）』　だから 25
日を迎える前の 1 週間が大事です。教会に来て学ぶことは，過去
の意味です。クリスマスは過去が土台となって栄光が現れる日で
す。あなたの過去は完全に神様の十字架で消えたのです。しかし，
その時に持った価値観があなたの中に生きています。だから私た
ちは聖書と照らし合わせて共に学ぶのです。その時に過去を理解
して，神の時が来たという事を理解することが大切です。その過
去はあなたにとって過去の栄光をあらわすものなのです。
　　　苦しみの中から
　　　苦しみを知った土台に
　神の栄光が現れるためには，その痛みを理解しなければなりま
せん。人から裏切られ，あざけられ，ののしられ，人々は言いました。
「彼は失敗者だ。罪を犯したから十字架にかけられた」と。あなた
は自らが招いた罪ではない罪のゆえに，何故こんな目に合うのか
ということを知らなければなりません。なぜならこの世はこのよ
うにして人々から愛を盗むからです。愛と反するものが人々を敵
対させてしまうのです。たとえ愛し合って生まれた家族でさえも。
でも痛みが分かる人はそうではありません。みなさんはイエス様
の愛と十字架を知っています。だからこそみんなと違う事が出来
るのです。神の時を知り，命を刻む時があなたに継承されたのです。
あなたの歴史はイエス様の歴史につながっており，イエス様の歴
史をあなたがつないでいるのです。今この時から毎日が神の時に
変えられていくのです。そして新しくなり，過去は土台となって
いきます。天国に帰った時には，あなたの土台はとても大きく広
くなるでしょう。悪魔に騙されてはいけません。人と比較して，
痛んだ傷で痛まないでください。その傷は癒され，過去はすべて
益になります。あなたの通ってきた過去には意味があり，無駄な
ものは一切ありません。命を捨ててもいいような出来事は，最大
の土台になるのです。イエス様の奇跡は，あなたの心の過去に変
化をもたらせたのです。あなたはあなたの過去を認めて完全に消
してください。認めるには痛みが伴います。しかし認めなければ，
決して変わることはありません。

祈り
人生には正解か間違いが分からないことがたくさんあります。しかし
信仰によって踏み出したことにはすべて意味があり，大きな益を生み
出します。傷ついた過去があるでしょう。でも神様は痛みを土台にし
て奇跡を起こし，あなたを造り変えます。今日という日は大きな変化
をもたらす日になります。それは栄光に変わる益の日だからです。あ
なたの重荷を神に返して下さい。あなたの過去をイエス様に返して下
さい。イエス様の十字架は生き様です。生まれた時から十字架にかけ
られるその日まで，わたしたちのすべてを背負われたイエス様の生き
様です。今日もう一度イエス様の誕生を喜びます。そのために過去を
取り去ります。私たちが新しくなれますように。今，イエスの御名に
よって．私の過去はキリストとともに十字架につけられた。イエス様
の十字架を一緒に担ぎます。私を用いてください。過去をすべて土台
に変えてください。イエス様の愛を流すために今があるのです。
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信仰によって踏み出したことにはすべて意味があり，大きな益を生み
出します。傷ついた過去があるでしょう。でも神様は痛みを土台にし
て奇跡を起こし，あなたを造り変えます。今日という日は大きな変化
をもたらす日になります。それは栄光に変わる益の日だからです。あ
なたの重荷を神に返して下さい。あなたの過去をイエス様に返して下
さい。イエス様の十字架は生き様です。生まれた時から十字架にかけ
られるその日まで，わたしたちのすべてを背負われたイエス様の生き
様です。今日もう一度イエス様の誕生を喜びます。そのために過去を
取り去ります。私たちが新しくなれますように。今，イエスの御名に
よって．私の過去はキリストとともに十字架につけられた。イエス様
の十字架を一緒に担ぎます。私を用いてください。過去をすべて土台
に変えてください。イエス様の愛を流すために今があるのです。

お餅つき大会
11時半～17時頃
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18時頃～20時頃
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ふるさと
クリスマス料理教室
＆お菓子の庭作り

ヤロブアムの偶像導入の意図としては、分裂し
た北王国の民の心が本来の神殿であるエルサレ
ムに帰ることを防ぐための方策でありましたが、
それは結果的に民の心が「主から離れる」こと
につながっていきました。これの「主から離れる」
ことが罪の本質です。偶像礼拝は「像」を造り、
これを神とし、礼拝するといった形が問題とさ
れるが、そこから生ずる人間の神へのあり方が
はるかに重大な問題なのです。預言者たちは繰
り返し偶像の「むなしさ、空っぽなこと」を語
り続けてきました。偶像は神の実体を持ち合せ
ていない故に、自分の罪が問われないし、問わ
れたとしても拒み、それでいて「神を信じる礼
拝者」としての自分を意識することが出来ると
いうことなのです。どの神でもよいという考え
方は、真の神を相対化していくことなります。
偶像を自己正当化の手段としても使えるし、つ
いには自分を神として礼拝することにつながっ
ていきます。神によって与えられたはずの王位
を権力の座として、神の御心より自分の意のま
まにしようとする罪がそこには存在しています。
今週は何か偶像になっているものがないのかを
考えながら通読していきましょう。
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メッセージ：
司　    　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

10

17

24

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：3033 ~

青山由香里23
早天祈祷会6：0000 ~

16
早天祈祷会6：0000 ~

9
早天祈祷会6：0000 ~

倉本優也

22
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

21
早天祈祷会6：0000 ~

1514

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~
早天祈祷会6：0000 ~

8
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

7
早天祈祷会6：0000 ~

三村隆人 金森清子

秦野好美

20
ぼやき会15：0000 ~

13
ぼやき会15：0000 ~

6
ぼやき会15：0000 ~

倉本信子

湯浅八重子

近藤　颯

19

12

5

倉本信子

江国千賀子

4

11

18

聖餐礼拝＆
市民クリスマス

渥美浩幸

秦野好美湯浅八重子江国千賀子

スモールファミリー

ふるさとミーティング

クリスマスマーケット
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＆お菓子の庭作り

（要約者：淺野　恵子）


