
聖　餐　礼　拝聖　餐　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
（２月１２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
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全本　みどり

　昨年の夏頃から胃腸の調子を崩し、治っては不
調になることを繰り返してきました。
　先日の日曜日も痛みのために教会に行くことが
できなくなりそうでしたが、先生や教会の家族の
お祈りと支えによって行くことができ、本当に感
謝しています。
　今もまだ体調の弱さと戦っていますが、その中
で教えられていることがたくさんあることに気づ
かされます。自分がどうなりたいかの願いや決断
の大切さと共に弱さの中でこそ浮かび上がってく
る気遣いだった生き方、不信仰、劣等感、自責、
不安や恐れ、孤独感、過去の傷…etc があり、神様
は私からこれらを取りたいと願っておられるんだ
な…と気づかされます。金が精錬されていく中で
不純物が浮かび上がってくるそうです。火の中を
通さなければ不純物を取り除くことができないこ
とを思う時、私も今この体調の弱さを通っている
のも金の精錬に似たようなものなんだなと感じま
す。弱さを通っているこの期間も神様が造ってく
ださった素晴らしい自分の姿に戻るための期間だ
と信じて、日々、神様のもとに身を避けながら、
教会の家族と共に乗り越えていきたいと心から願
います。

「あなたがたの信仰の試練は、火で精錬されつつな
お朽ちて行く金よりも尊く、イエス・キリストの
現れのときに称賛と光栄と栄誉になることがわか
ります。あなたがたはイエス・キリストを見たこ
とはないけれども信じており、ことばに尽くすこ
とのできない、栄えに満ちた喜びに踊っています。
これは、信仰の結果である、たましいの救いを得
ているからです。」Ⅰペテロ 1：7-9　　　

  Ⅰ歴 17～23　水20金22

※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「弱さの中でこそ」
　昨年の夏頃から胃腸の調子を崩し、治っては不
調になることを繰り返してきました。
　先日の日曜日も痛みのために教会に行くことが

「弱さの中でこそ」

司 　 　 会
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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~

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~
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早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

聖餐礼拝

特別礼拝

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~

近藤帆風

藤原祐子

大澤正嗣

吉野晴道

　大西京子 三村伸行

那須澄雄

高島雪絵

藤原大靖

角谷豊子

山本佳子

加藤優子

永井比和子
太田幸子

岩本嘉津代

佐々木芽生

全本みどり

藤澤玲子

佐々木亜弥 西嵜芳栄

松尾こずえ

11

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~
ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：3033 ~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~
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早天祈祷会6：0000 ~

高島雪絵

8 9

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~
早天祈祷会6：0000 ~

藤澤玲子

6 7
ぼやき会15：0000 ~

山本佳子佐々木芽生

5

聖餐礼拝

（１月２９日）

「真を打つ」
～祈りと御言葉は奇跡をもらす～　　　　　　　　　　　　　マタイ３：１３～１７

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

　　　　真を打つ
　私たちの人生にとって大事なことは真を打つという
ことです。皆さんは人生の中心、あなたの考えかた
の中心はどこにありますか。人間にとって中心は何
でしょう。神様が最初私たちを造った時どのように
造ったのでしょう。聖書には、神様は人間を神様に
似せて造ったと書いてあります。だから、本来人は
人の姿や行為を見て感動し、人格をみて感動するよ
うに造られています。しかし、今私たちは、どうでしょ
うか。人の立派な行為をみても、低く見たり、悪く言っ
たり、自分自身もさげすんだりして、感動しなくなっ
てはいないでしょうか。
( マタイ３：１３～１７）イエス様はどうしてバプテ
スマを受けたのでしょうか。バプテスマをけること
で、真を打ったのです。私たち達にとっても、不条
理と思えることがあります。なぜ、私がこんな目に
あうの？同じように不条理と思えるようなことこれ
がイエス様の洗礼です。私たちの人生も同じです。
私のすべきではない。私の出る幕ではないと思える
ときこそ、そこ大切な意味があるのです。しかし、
気づかないことが多いのです。イエスキリストもプ
ライドをもって生きるなら、ヨハネから洗礼を受け
なくてよかったでしょう。しかし、イエス様はそれ
を選びませんでした。

　　　自責、劣等感の追放
　劣等感は本来、他者から感じるものではなく、自己
から感じるものである。
神様から、幾分劣るものとして造られた私たちは、
神様のすがたになりたいと願うものです。だから、
神様から劣等感を感じるように本来ならつくられて
います。しかし、神様は遠い存在で、神様は偉大す
ぎるから比較の対象にはなるとは考えず、隣の人と
比べるようになりました。乗っている車を比較した
り、着ている服を比較したり、そして、相対的な劣
等感が、競争社会の中で憎しみをもたらすようにな
りました。しかし、クリスチャンはそのような生き
方は選ばず、人と比べるのではなく神様を中心に置
き、神様との比較の中に劣等感を感じ、神様の姿に
なりたいと願うからこそ神様の本質に近づくのがク
リスチャンの人生です。現実主義では神様に近づく
ことはできません。人をみるのでなく、神様をみて
自分に劣るところに気が付いたら、本来神様が造っ
てくださった姿に戻ろうと決心しましょう。
　神様が与えてくださったイメージを私たちが共有
するとどんどん実を結んでいきます。神様はもとも
と私たちの中心に私たちに語り掛けてくださる大事
なものを用意してくださっているのです。そこを「真
を打って」いないと私たしたちは脱線していきます。
目の前に見える現状、目先のことに目が行ってしまっ
て、本当に大事なことがなくなってしまいます。そ
して真がなくなると欲に支配されてしまいます。自
分をコントロールする方法は真を打つことです。そ
れは、イエス様といることです。ではイエス様とい
るにはどうしたらいいのでしょう。イエス様を祈り
で感じることです。イエス様は誰かと向き合う時、
何かを語るとき誰かと何かをするときいつも必ず
祈っていました。真に戻るようにしたのです。あな

たがどこに行くにも神を認めろと聖書にあります。
イエス様はあなたのすぐそばにいます。しかし、そ
ばから、来てくださいと言わないと、あなたのただ
中にははいれないのです「見よ、私は戸の外に立っ
て戸を叩く、もしあなたが戸を開けるならば私はあ
なたの中に入る」と書かれています。種がよい地に
まかれ育ちます。しかし、いばらが生えた地では種
がそだたなくなってしまいます。しかし、よい地に
まかれた種は三十倍六十倍百倍の実を結びます。皆
さんはよい地になろうとしていますか。私たちは、
周りや環境のせいにします。しかし、あなたがどこ
にいても、よい地にすることができます。耕すのは
神様です。自責や、劣等感をもっています。しかし、
信仰によって義とすると神様は約束してくださいま
した。だから、自分を責めるのをやめなければいけ
ません。あなたは神様が作った作品を否定している
のです。
　誹謗中傷するのをやめてください。自分を責める
心がかくれて人を責める心になっているだけです。
自分を責めていると自責と劣等感に苛まれてあなた
の本質を失います。自分を責めるのをやめて、自ら
が持てるもので、だれかに感動してあげれたらどう
でしょう。その人から神様を感じれたらどうでしょ
う。

　　　あなたの中心は誰か  ローマ3:20-24
　すべての人が罪を犯したのだから , 神様の目から見
れば、すべての人が劣等生です。
しかし、罪がゆるされ、イエスキリストの贖いのゆ
えに、信仰によって義と認められました。だから、
自分を裁くのをやめなければいけません。すると人
を裁かなくなります。そのためには、中毒になって
いることを神様とっていただけるように祈り、失敗
してもまた変わり続ける。決心をしましょう。

           あなたは神の作品
　作品の本質を損なわないでください。私たちは神の
作品であってよい行いをするために、よい行いすら
あらかじめ備えられているのです。だから、あなた
がやってうまくいくのはあたりまえです。しかしあ
なたが否定的な感情、欲に支配されているのであれ
ばこれらの物は捨てて、神様が造った方向に向かっ
てないならば、祈り感じてください、イエス様はあ
なたになにをしてほしいと願っているのか。もしあ
なたが聞けば聞こえます。罪を赦してもらうよう祈
り、神様が戻してくださることを願いましょう。神
様が造ってくださった元の自分に戻ることを決断し
ましょう。

PMコリアンＰ
ふるさと 雪遊び

南王国ユダの歴代の王たちについてみていき
ます。列王記との大きな違いは、北王国の歴
史が大幅に省略されていることにあります。
これは、北王国は建国当初から偶像礼拝的要
素が導入されたことにより、礼拝の民の王国
としては不純化したと見る故です。王国分裂
の際に、祭司たち、レビ人たち、及び真の礼
拝を重視する心ある者たちが、北王国の領域
から南王国へと亡命移住してきた事件も、こ
の見方をしていることを現しています。南王
国ユダの歴代の王たちに関しても、礼拝者と
してダビデの模範に倣ったか否かが重視され
ており、その点最悪の王だったマナセですら
も、悔い改めて礼拝者の道に立ち返った時に
は、主の憐れみが惜しみなく与えられたこと
を示し、真の礼拝の土台は贖いの恵みに信頼
して悔い改める心の上に据えられるという事
実を告げています。王たちの信仰姿勢に着目
し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
牧　唯恵　伝道師
小根久保伸彦
西嵜真由美
a岡本享子

　４日　大澤正嗣
　　　　近藤帆風
　６日　佐々木芽生　
　７日　山本佳子
　８日　藤澤玲子

１０日　高島雪絵
１２日　大西京子
　　　　三村伸行
１３日　全本みどり
１４日　加藤優子

１５日　佐々木亜弥
１６日　西嵜芳栄
１９日　那須澄雄
２１日　太田幸子
　　　　永井比和子

２３日　松尾こずえ
２４日　藤原大靖
２５日　吉野晴道
　　　　藤原祐子
２９日　山本信子

２月の誕生者
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近藤帆風角谷豊子岩本嘉津代

誕生者のお祝い

（要約者：澤口　明子）


