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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
（３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
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　昨年６月の金曜日の早朝、いつものように家庭ゴミを出しに
行った時、右側からとてつもない衝撃を受け、コンクリートの
路面に顔面から倒れてしまいました。一瞬記憶はなく、立ち上
がった私の目に自転車のハンドルを握ったまま震えている中学
生の男の子の姿が目に映りました。ゴミ出しに来られていた方
の一人が救急車を呼んで下さったそうで、何が何だかわからな
いまま病院に搬送されました。けれどそのような状況の中で「泣
かなくてもよい。」という声を耳元で聴きました。イエス様の
声だとわかりました。
　前歯が３本が折れ、歯骨が崩れ、口唇裂傷、顔面打撲、傷…
等々で顔面が腫れあがっていましたが、幸い骨折もなく、脳も
守られていました。
　金曜日の出来事でしたので、2日後の日曜日に「まさかこん
な姿で礼拝には行けない。横になって安静にしておこう。」と
思っていましたが、娘のみどりが「礼拝に行こう！祈って頂こ
う！私が乗せて行くから！」と勧めてくれました。でも、私の
中には「こんな顔で、こんな姿で礼拝に行けないよ。皆さんに
心配をおかけするから…。」という思い。それでも、みどりは
しつこく何度も何度も「礼拝に行こう。」と誘ってくれました。
「泣かなくてもよい。」という御声を聴いていましたが、「神様、
やはりこんな状態で礼拝に行く勇気がありません。神様、助け
て下さい！」と叫び祈りました。すると、いつも気遣いが先行
する私の姿が示され、「勇気を出して一歩踏み出してごらん。」
と主が私に語って下さったように感じました。そして、勇気と
平安を与えられ礼拝に行くことができました。礼拝は当たり前
だと思っていた私に主が寄り添い、私の手を取り、礼拝へと導
いて下さったことを心から感謝しました。祝福のスタートでし
た。あれから８ｹ月。現在も歯科と形成外科に通っていますが、
本当に守られて皆さんが「すごい回復力ですね！」と言って下
さる程です。また、皮膚や歯の回復のためにも日々の食生活を
大切にするようになりました。神様はこの出来事を祝福へと変
えて下さっていることを心から感謝しています。

「すべてのことはあなたがたのためであり、それは、恵みがま
すます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れ
るようになるためです。」（Ⅱｺﾘﾝﾄ4：15）

  Ⅱ歴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

日 月 火 水 木 金 土

「祝福のスタートは礼拝から」
　昨年６月の金曜日の早朝、いつものように家庭ゴミを出しに
行った時、右側からとてつもない衝撃を受け、コンクリートの
路面に顔面から倒れてしまいました。一瞬記憶はなく、立ち上
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（２月２６日）

「真の礼拝者」
ヨハネ４：１３～２４

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

　あなたは自分の渇きに気付いていますか？自分の魂の渇きに気
付くとき真の礼拝者に変えられていきます。
　　　ヨハネ４：１３、１４
　井戸の水は飲んでは渇き、また渇き、一時満ちたと思っても、
それは永遠に満たされる事もま溜まる事も溢れることもありませ
ん。満たされたいために、イエス様以外に満たしを求めていませ
んか？イエス様が与えられる水とは、あなた自身が源泉となり他
に求めなくてもそこから湧き出る者となることのできる水です。
その命の泉は礼拝を通して流されていき、生活の中にまで流れて
いきます。“真の礼拝者” になるということは、真の礼拝を捧げ、
礼拝を受けるものとなっていき、そのところで “まことの主人”
に出会っていくということです。
　　　ヨハネ４：１５～１８
　サマリヤの女の魂は渇ききっていました。水をイエス様に求め
ました。イエス様はすぐにでも女に井戸の水を与えることが出来
る状況でした。しかしそうはされなかったのです。なぜなら、女
の渇きの奥にある深いところ．．．罪にフォーカスするためでした。
女の罪であり、また、そうしてしまう渇きの原因の心の深い井戸
の奥深くにおりていくためでした。救いとは私たちが恵みを受け
てそれが終わりなのではなく、救いとはイエス様との関係が回復
するところにあります。その為に、関係を妨げている罪を悔い改
める必要があり、罪の根本の壁を取り除く必要があります。罪の
石が井戸の中にあるならそれを取り除ぞかなければ泉が溢れるよ
うにはならないのです。リカバリーとは傷の癒しではなく神との
関係の回復です。その部分を間違えると自分の傷のための黙想に
なってしまい、その為傷が広がり結果傷つきそこで終わってしま
うということがあります。リカバリーの回復の働きのゴールはと
は、キリストとの関係がもう一度結ばれることにあるのです。そ
こには段階があります。
１．アンカバリー　部位を開いてどこが悪いのかをみて向き合い
ます。
２．ディスカバリー　そこに何があるのか、何が問題なのか、検
査をし、分析し、良性なのか悪性なのか見る必要があります。罪
を自覚し、告白する必要があり、取り除く必要があります。
３．リカバリー　罪を悔い改め、神に立ち返り、キリストとの関
係を維持しながら生きていく、イエス様を主として生きていきま
す。
　関係の回復までいかなければ本当のリカバリーにならないので
す。回復までいったときにイエス様の命の泉があるのです。回復
のプログラムや働きに命の泉があるわけではないことを知らなく
てはいけません。私たちは目指すゴールを間違えてはいけません。
働きに献身すのではなく、イエス様ご自身のゴールをキープし、
そこに井戸を掘っていくことをしていかなければまた渇くのです。
　　　ヨハネ４：１７
この箇所は霊的に捉えなければなりません。イエス様が言われた
のは、「女よ、あなたに本当の夫がいないのはもっともで当然であ
る、なぜならあなたのまことの主人は私だけだから、どれだけの
夫がいてもあなたにまことの命の水を湧かせることが出来、魂の
渇きを満たすことの出来る夫は、私一人である、私以外にまこと
の主人はいない、私だけだ。」と言われています。あなたはまこと
の主人に出会っているでしょうか？まことの主人に礼拝を捧げて
いるでしょうか？また、そのお方だけにフォーカスしてすべての
営み、働きをしているでしょうか？あなたの魂の救いの為に。真
の礼拝者とはイエスさまと繋がるところから始まります。イエス
様を主人としていく生き方それが真の礼拝者の姿です。
　　　ヨハネ４：１９、２0
当時、女性にとって結婚は生活の手段であった為、女性から別れ
ることは出来ませんでした。女は、５回も夫に捨てられ何度も傷
つき何度も痛みを負っていたのに、それでもまたそのような状況
にいたのは、そうしなければならない必要があったからでした。
女が一番依存し、寄り頼んでいたのが夫であり、そこにこそ彼女
の一番の渇きがありました。イエス様と出会い、罪に気付いた時、
女は礼拝への飢え渇きがわいてきました。罪が示されるなら人は
神の前に出て、その罪の重みを取り去らざるを得ないのです。も
し今、あなたに渇きが無いとするなら、逆にイエス様の前に行か
なければなりません。イエス様の前で内面が見えるようになり、
イエス様の光でしか内面は照らされることがありません。その暗
闇にイエス様の光が入るときに内側の心の一番奥深くにしまって
いた、井戸の一番下に誰にも見せたことの無い、誰にも触ってほ
しくないその奥の暗闇に光を照らしてくださいます。自分の暗闇
が、自分の中にある影が見えているとするなら．．．影があるとい
う事はそれはそこに光が当たっているからです。光が当たるから
影ができるのです。しかし影だけを見つめていくなら影が自分と
一つになって自分が影の存在に思えるかもしれません。私たちは
光の子とされ、光の中に歩むものとされ、イエス様と歩むものと
されています。本当の意味で悔い改めるというのはイエス様の光
に自分が向きを変えて光の中を歩んでいくということです。影や

後ろだけを見つめていませんか？？立ち返る時に光が当たり、光
が届いている事がわかります。
　　　ヨハネ４：２１～２６
女が礼拝する場所について伺ったとき、イエスは場所ではなく対
象について返答をしました。当時、サマリヤ人は肉の神バアルを
礼拝していました、一方ユダヤ人は神殿で礼拝を捧げていました
がいけにえを売って商売をしていました。どちらも結果、罪の許
しを体験できず、神との関係が無かったので魂が満たされること
がありませんでした。そこには父なる神との愛の交わりがありま
せんでした。私たちは、はたして誰に礼拝を捧げているのか、対
象者は誰なのか、見上げているのは誰なのでしょう。あなたはイ
エス様を見上げて礼拝を捧げていますか？
「私が道であり、真理であり、いのちなのです。私を通してでなけ
れば、だれひとり父のみもとに来ることはありません。」ヨハネ１
４：６
礼拝のクライマックスはイエスを通して私たちが父と一つになり
繋がることです。父の家に戻り、御腕に抱かれ、父の愛の中に憩う。
そこに命の泉が湧き出ることを礼拝を捧げるごとに体験していき
ます。それは礼拝にとどまりません。真の礼拝者が、霊と真によっ
て父を礼拝します。
　　　礼拝と礼拝者は違う
ここに与えられた使命があります。存在の変化です。例えるなら、
自由に歌い、自由に演奏していた者が、“演奏者” になるというこ
とです。楽譜を読み、バランスをとり、霊的なものを感じ、まわ
りとハーモニーをしながら、指揮者に従っていくのが演奏者です。
信仰の段階もそうです。生まれたてのクリスチャンであるなら、
神が恵みを与え、私たちに合わせて下さっています。信仰が進め
ば進むほど、難しくなるのは、私たちが神様の基準に合わせてい
くことが始まっていくからなのです。その為に、試練もあれば問
題もあり、私たちが神の基準に、御言葉に合わせていく葛藤、苦
しさがあります。その中でその人の信仰を成長させていきます。
罪からくる渇き、痛みがあるでしょうか？信仰が正常に進んでい
くなら、かならずそこに葛藤があり、自分を見つめることがあり、
悔い改め、自問自答があります。また一歩神に近づける喜びがそ
こにあります。信仰の喜びとは自分の変化です。神様が願ってお
られる者に変えられていくその喜びです。人が変わること、教会
が変わること、環境が変わることそれも大事な事ですが、そうで
はありません。信仰はいつも自分自身なのです！私たち自身が真
の礼拝者となってくということは、訓練・整えられること・決め
られたことをひとつひとつ大切に行っていく、そのことが必要で
す。
　　　ヨハネ４：２３
私たち自身が聖霊の人なっていく存在の変化、肉の人であったの
に、聖霊の人となりその事を通して聖霊の実をならせていく者と
なり、神様に栄光をあらわし、私たちが変えられていくなら、そ
の事が真の礼拝者なのです。“真（まこと）” とは、御言葉に従順
して生きる人です。なぜなら神の御言葉に従うところに神の権威
が立てられるからです。今こそ、一人ひとりが本当の意味で、家
庭の回復、教会の祝福を願っていくならそこには神の権威と秩序
がしっかり立てられていく必要があります。御言葉に沿って全て
のことをしていくならそこに神様の栄光が一人ひとりの中からあ
らわれるようになっています。御言葉の権威が立てられていくと
きに、私たちは真の礼拝者となっていきます。御言葉を神として
見ることができているか、御言葉自身を神様のように高い位置に
置いているのか、それが真の礼拝者となるポイントです。いくら
礼拝を熱心に捧げたとしても御言葉に対して従順がないのなら真
の礼拝者に未だなっていません。メインの礼拝は日々の信仰生活
にあり、家庭、夫婦、親子関係にあり、御霊の働きと御言葉を適
用していくことです。従順のいけにえを捧げていくことがポイン
トになります。しかし、私たちの力ではできません。信仰生活は
ひとりではできません。礼拝、教会、セルファミリー、牧師先生
を通して、どのような姿に、真の礼拝者となっていくのか互いに
励まし、教えあい、リサイクルしながらともに真の礼拝者へと成
長していきます。共同体一人ひとりの神への従順を通して、礼拝
を通して、真の礼拝者となっていくことが真のビジョンです。そ
の恵みを受けて、遣わされて、証するものとなっていく、一人ひ
とりがイエス様をあらわすものとなっていく、あなたが真の礼拝
者です。

歴代誌には、列王記に詳しく記されてあるよ
うな、王位継承の血みどろの戦いというよう
なものはありません。父であるダビデ王の最
後のことばを受けてはじまっています。その
第一の行動が、ギブオンに行くことでした。
そして、ソロモンはここであまりにも有名な、
「聞き分ける知恵」を求める祈りをささげま
す。その祈りは神の心にかなったもので、知
恵のみならず、かつてだれも経験し得なかっ
た繁栄を手にすることになります。王となっ
たソロモンは主の宮の建設に取りかかりまし
た。この主の宮の中心の中心、至聖所のケル
ビムの翼の下に安置された契約の箱、その中
には、二枚の石の板（十戒が記されていた板）
のほかには何もありませんでした。神の二枚
の石の板は、聞き、従うことの象徴です。そ
れが至聖所の中心に置かれました。信仰生活
の中で大切なことは神さまに聞き、従うこと
です。私たちも神様に聞き従いながら生活し
ていきましょう。
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メッセージ：
司　    　会：

代 表 祈祷：
献　　　金：

19 20 21 22 23 24 25
ぼやき会15：0000 ~ 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 ~ ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：

18

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~
ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：3033 ~

17
早天祈祷会6：0000 ~

1615
早天祈祷会6：0000 ~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

14
ぼやき会15：0000 ~

1312

吉備中央町礼拝

3033 ~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

近藤絵里加

田渕杏奈

泉水　浩妹尾由紀子 斉藤節子

佐藤多美子

18181717161615151414131312

スモールファミリー

4
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

3
早天祈祷会6：0000 ~

淺野恵子

23/1
早天祈祷会6：0000 ~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

282726

特別礼拝＆
特別セミナー
誕生者のお祝い

（要約者：富岡　牧）
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