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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 15 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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　私の今年のテーマ（目標）は「祈り」
と「感謝」です。何にするか考えた時に、
思い浮かんだのがこの二つでした。
　一つ目は、普段、行動する時に自分の
価値観や過去の経験による判断で動いて
しまいがちで、後になってから、あの時
まず祈っておけば良かったと気付くこと
があります。自分がどう行動すべきか、
良い知恵はないか見つける為にも、まず
祈る時を持てたらと思います。
　二つ目は、私生活や仕事の面で、ふと
した時、周りの人達に助けられたり支え
てもらっていることを感じます。いつも
感謝の心を忘れずに、また自分も周りを
助け、支えられる人でありたいと思いま
す。今年はこの「祈り」と「感謝」をテー
マ（目標）に、新しい一年を頑張ります。

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさ
い。すべての事について、感謝しなさい。
これが、キリスト・イエスにあって神が
あなたがたに望んでおられることです。 
第 I テサロニケ 5:16-18
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※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「今年のテーマ（目標）」
私の今年のテーマ（目標）は「祈り」
と「感謝」です。何にするか考えた時に、

「今年のテーマ（目標）」

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

日　名ﾌｧﾐﾘｰ

クローチェ
祥誉ﾌｧﾐﾘｰ準備

大掃除と
合わせて

：
：
：

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~

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~

元旦礼拝

聖餐＆新年礼拝

特別礼拝

大掃除 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~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~

淺野主眞

藤原久美子

小根久保ゆう太

吉川雅之

河野充華

眞砂　仰

近藤昭恵

小林博子

平澤　瞳 鈴木たかよ

西嵜一喜

三村路子

藤原ふきこ

21

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

淺野主眞

20
早天祈祷会6：0000 ~

眞砂　仰

18 19
早天祈祷会6：0000 ~ ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

16 17
ぼやき会15：0000 ~

15
特別礼拝

吉川雅之

（１月８日）

「新たにスタート」
～神は新しいことをする！！あなたはどうする？～　　　　　　創世記13：5～18

スモールファミリー

ふるさとミーティング

　　　征貽
　「征」という字は私たちがその場所に出向いて行ってその
人が正しく行うこと、そして正しいものが残るという意味
で、「貽」という字は代々良いものを継承するという意味が
あります。私たちが行って実を結び、その実が残るという
今年のテーマのヨハネ 15 章の御言葉でもあります。私た
ちがよい地になること、そして行って正しい種を蒔くこと、
これがとても大切です。
　　　アブラハムとロト
　アブラハムとロトはとても仲のいい家族でしたが豊かに
なるというのは怖いことです。アブラハムは家族で争わな
いですむように何度も提案しましたが、回復はありません
でした。アブラハムはそれぞれ分かれて生きようとロトに
選ばせました。ロトの家族が選んだのは水が集まる豊かな
森のような場所（ソドムとゴモラの町）でした。ロトは尊
敬し信頼するアブラハムから争いの故に別れていく道を選
び、且つ目の前の安堵を選んだのです。私たちは安堵、平々
凡々を選んだ時から失っていく人生が始まっていくのです。
何故かというと、チャレンジの起こらない平凡な暮らしの
中で入ってくるのは不足という荒廃です。アブラハムは絶
えず礼拝をしていますが、ロトが礼拝をしている姿は全く
ありません。ロトは甥で、次の世代です。最初の思いを知
らないので継承するのは非常に難しいのです。私たちクリ
スチャンは、神様が良くしてくださった過去と、その土台
の上に神様が新しいことをされようとしているのだと理解
していることが大切です。そして、今まで多くの人が培っ
てきた継承されたものと、今から始まる神様の新しい計画
を素直に受け取れるかが大切なのです。アブラハムは今ま
で培ってきたものが壊れた時、何とか得ようとはしません
でした。彼は豊かに富んでいましたが、ロトに譲ってそれ
を捨てることを覚悟しました。そして、もう一度祭壇を築
いて荒地（カナン）を選びました。私たちがアブラハムの
目線に立って生きるのか、それとも今持てるものを何とか
守る為に相手を排除するのか。私たちは持つと、自らのも
のを脅かすものを排除するようになるのです。これが罪で
す。今年一年間、沢山の何故ということが起きるでしょう。
その時にアブラハムの目線がなければ、神様が用意してい
るその後の祝福を失ってしまうことになります。失って欲
しくない（ソドムとゴモラに行って欲しくない）ので、神
様は伝えています。自らのことをもう一度襟を正して受け
取りましょう。　
　　　何故ということが起こった時
　正しいことを言われてもあなたの価値観はそれを否定し
ます。安心がいいからです。でも神様は安心を残すとは言
われていません。平安を残すと言われたのです。アブラハ
ムは自分が行くところ何処でも神がいると信じました。で
すから彼は何処へ行っても祝福されると信じていたのです。
だから荒地だって大丈夫だったのです。神様が行けと言わ
れるところに行くのだからどんな所でも栄えると信じ、そ
んなアブラハムに神様は「あなたの足で地を歩きまわれ」
と約束を思い起こさせました。あなたの足も何処を歩くか
が大事なのです。神様はあなたの領土を広げろという意味
で新しいスタートをしなさいと言っているのです。アブラ
ハムは沢山のものを得ましたが、物質による安心を求めず
神様の平安の中で新しいことを選びました。そこが約束の
地になったのです。
　　　神様は新しいことをする
　ロトになるかアブラハムになるか、あなたが決めること
です。ソドムとゴモラが滅びる時、神様は天使を遣わし、
ロトの家族だけ助けようとします。ロトの妻は絶対に後ろ
を振り向いてはならないと言われますが、後ろを振り返り
塩の柱になってしまいます。（ルカ 17：32 ～ 3）私たちも
すぐに過去を振り向いてしまいます。しかし、神様の前で
思い起こしてください。神様がどれだけ愛し、良くしてく
ださったかを。私たちもロトのように振り返る人生をやめ
なければなりません。アブラハムは決断しました。全てを

失っても、神様がいれば平安であると。私たちにその覚悟
があれば失うことはありません。それを得ようと失ったら
どうしようと恐れる人生ではなく、今年はあなたの目的に
向かって進むのです。主がいれば何でも出来ます。（エレミ
ヤ 32 章）もしあなたが安堵を求めることをせず新しいス
タートをすれば神様は必ずあなたを祝福します。持たない
者は持っているものまで取り上げられるのです。持たない
ものとは神の目的です。神様があなたに与えた計画を忘れ、
今あるものを何とか守ろうとして生きたら失うのです。
　　　①生き方を残す
　クリスチャンは生き方でしか神の栄光を表せません。絶
えずスタート（光）が起こされなければいけません。過去
がどうあっでも、神様が働かれれば全てが栄光に変えられ
ます。過去のマイナスもプラスになるのです。ですから、
捨てるという決断が必要です。私たちがいつも覚えていな
ければならないことです。
　　　② 新たにチャレンジ
　今年、去年と同じように生きないでください。神様は新
しくスタートする時に、あなたの過去の全ての経験と作り
上げてきた自負を壊します。だから何故が起こります。耐
えられない何故や屈辱も起こります。その時に出来上がっ
た偽りの自分が壊れていくのです。ずっと自分に鎧を着せ
てきたのです。自分を守るための武器だったのです。だけ
どそれを壊さないと本当のあなたが出てきません。ですか
ら何故という出来事が今年起きた時、信仰に立って平安を
得てください。アブラハムも何故という出来事が起きまし
た。しかしイサクを捧げるように言われた時、平安であっ
たのです。「私と息子はここに帰ってくる」と、神様が何と
かすると信じていたのです。彼はいつも祭壇を築いて礼拝
をしていたのです。今年一年間、新しいことをする前にや
らなければならないことがあります。それはアブラハムの
ように必ず祈って礼拝をすることです。それがなければ新
しいことは出来ません。神様は豊かなところに奇跡を起こ
すとは書いていません。荒野に道をと書いてあるのです。
そして獣ですら神を崇めると言っているのです（イザヤ
43：18-20）私たちは、自分の手柄になってしまわないよう、
神さまが荒地に川を流すところを見なければいけません。
よい時も神様は働かれますが、私たちが道を外して行った
とき何故が起こります。その時に神様を見つけてください。
すると新しいことが起こるのです。新しいことを起こす為
に、先のことどもを思い出すなと書かれているのです。こ
れは過去のことを言っているのです。ですから以前あった
ことを見てはいけません。過去を忘れるのではなく捨てる
のです。神が良くしてくださった過去に変えるのです。神
様は生きて働かれた、今度は何をするんでしょうかという
信仰の姿勢が大切です。私たちが神様の前にそれができる
時に神様が奇跡を行います。
           安堵は危険！！平和を願え
　安心を願わないでください。備えは大切ですが、備える
ことと不安は別です。こうなったらどうしようという不安
は、そうなってしまいます。願ったとおりになると聖書に
書いてあるからです。信仰によって神様は平安を与えてく
れるから私は大丈夫！という信仰が大切です。そして神様
の前に願うのです。「どんな所に行っても神様は私を平安に
守られる」と神様に平安を求めて願いましょう。

最後に
アブラハムはいつも祭壇を整え、神様の前に進み出ました。私たちは
怒り、比較、不安、恐れ、自己中心、そして内側にある自らを得よう
とする心を捨て去り、新しいことにチャレンジします。行って実を残
しその実を次に繋げます。アブラハムのように、行ったことがない場
所でも、神様が共にいるならその地は与えられる、うまくいくと信じ
ることが出来るよう、いつも神様に祈り礼拝を捧げていきましょう。
他者を排除する価値観を捨て去り、神を愛し隣人を愛し続ける一年間
となりますように。
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ることが出来るよう、いつも神様に祈り礼拝を捧げていきましょう。
他者を排除する価値観を捨て去り、神を愛し隣人を愛し続ける一年間
となりますように。

PM特別セミナー

PM特別セミナー

今週は歴代誌に入ります。この名称については古い日
本語訳における書名「歴代志」となっており、古代中
国史書の影響を受けています。近年の諸訳では「歴代
誌」としています。この書名の由来は、ヘブル語でディ
ブレー・ハッヤーミームで、意味は「日々の出来事」、
現代的に言えば「歴史」）という意味になります。先
週のツボでも記載しましたが、今の聖書では列王記の
次に置かれていますが、ヘブル語原典では第 3 区分「諸
書」の中に入ります。そして旧約最後の書ということ
になります。歴代誌は内容に従って 2 区分、または 3
区分と分けることができます。2 区分にすれば、①系
図とリスト、②南王国の歴史（ダビデ王朝の歴代の王
たちの評伝的記録）となります。3 区分にすれば、上
の②を更に二分して、神殿礼拝制度の創始者ダビデと、
その後継者で完成者（神殿建設者）ソロモンの生涯の
評伝を②とし、ソロモンの子レハブアム以後の南王国
の歴史を③とする分け方となります。歴代誌の著者の
神学に基づく執筆意図は「まことの礼拝の民として選
ばれたイスラエル」という視点に基づいています。神
の選びの目的に忠実である時に、この民はおのずと祝
福され、また周囲の民に祝福を及ぼす媒介者となる、
という神学です。このような視点で読み始めていきま
しょう。
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　１日　小根久保ゆう太
　３日　近藤昭恵
　５日　牧　結果子　
　　　　西嵜一喜
１０日　小林博子　

１２日　三村路子
１３日　河野充華
１５日　吉川雅之
２０日　眞砂　仰
２１日　淺野主眞

２３日　平澤　瞳
２５日　鈴木たかよ
２６日　藤原ふきこ
２８日　藤原久美子
３０日　高橋道子

３０日　岩本嘉津代
３１日　角谷豊子

１月の誕生者
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