
アドベントⅡ聖餐礼拝アドベントⅡ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
（12 月 17 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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　今までの私は往々にして人と比較をして自分はできないダメ
人間だと考えていました。でも、礼拝を通してだんだんと他人
ではなく自分自身の比較をできるようになりました。
　そこで今までの自分で思わされた事があります。それは、私
は今まで自分は他人の言うことに流されるだけで自分自身には
考えがないと思っていたのですが、どうしてどうして、私には
「あれはイヤこれはイヤ、本当はこうしたい」という思いがあ
ることに気づきました。でも今まではそれを不安や恐れから本
心を隠して、隠していたら自分自身もどういう思いだったか分
からなくなって、周りに流され合わせることが良い（楽な）こ
とのように思って過ごしてきたように思います。
　そして今、自分の思いが少しずつ分かってきたのですが、次
に、はたしてその思いは神様の同じ思いだろうか？と考えるよ
うになりました。そのことを振り返ると、口では神様の思いを
成し遂げられるようにと祈っていながら、自分の心には「いや、
でも神様こうしてください。こうはして欲しくないです。」と
いう別の心があることに気づかされました。そして、今はその
思いを神様より優先してしまっていることをあると思わされま
した。
　そんなとき、マリヤが言ったあのみことばが浮かんできまし
た。『ほんとうに、私は主のはしためです。どうぞ、あなたの
おことばどおりこの身になりますように。」（ルカ 1:38）』
　自分がここまで神様に従えるのか正直今でも不安になること
もあります。でも大事なのはその思いと向き合って勝利するこ
と、自分は神様によって成し遂げられるという確信とそれに従
い実践する力だなと思いました。
　これからはこの思いが出てきた時、このマリヤのことばを胸
に素直に神様に聞き従い母となっていきたいです。
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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
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　今までの私は往々にして人と比較をして自分はできないダメ
人間だと考えていました。でも、礼拝を通してだんだんと他人
ではなく自分自身の比較をできるようになりました。

「自分の思いとの葛藤」
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（１２月３日）
（要約者：富岡　牧）

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
バイオマスツリー
点灯イベント

ふるさと　クリスマス
料理教室＆お菓子の庭

市民クリスマス
１５時～

聖書の脈
福澤師

　今日は伝道者の書の全体の特徴について書いて
みます。まず「神なき人生の虚しさ」について書
かれています。1：2から「空の空。すべては空。」
で始まっています。これはヘブル語では「ヘベル
（息）」で、過ぎ去って行く、実体のないもの、と
いう意味になっています。２つ目に「悲観的な人
生観」について書かれています。虚しさが支配し
ている世界のことを、伝道者は「日の下」と言い
ます。伝道者の書全体で 29回となっています。こ
の日の下というのは「この世における限り」とい
う限定的なニュアンスで使われています。そして
３つ目には「日の下」でなすべきことについて書
かれています。このそうすると人生を楽しもうと
いうでたらめな快楽主義、世俗主義でない自然的
な生活を楽しむようにという単純な勧めとこの世
でしっかり働こうということになります。与えら
れた生涯を感謝しながら、自分の働きを見つけな
いと意味のないものになってしまうということに
なります。（ロマ 12:11） 「勤勉で怠らず、霊に燃え、
主に仕えなさい。」とあるように今週は自分の働き
とは何かについて考え、実践していきましょう。
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山本洋子
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　２日　瀬藤穂伽
　３日　西嵜結愛
　４日　渥美浩幸　
　７日　三村隆人　　　
　８日　金森清子

　９日　倉本信也
１３日　倉本信子
　　　　近藤　楓
２０日　湯浅八重子
２２日　秦野好美

２５日　上田　仁
２６日　山本洋子
２８日　釣崎悦子
３１日　日名陽子

12 月の誕生者
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誕生者のお祝い
バイオマスツリー
点灯イベント

市民クリスマス
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平澤　瞳

ディボーション登録ディボーション登録
右のQRコードを読み込むとメールソフトが起動します。
何も入力せずそのまま送信ください。
毎日のディボーションが届きます。

右のQRコードを読み込むとメールソフトが起動します。
何も入力せずそのまま送信ください。
毎日のディボーションが届きます。
※ｇmail などのフリーメールなどをオススメします。※ｇmail などのフリーメールなどをオススメします。

　　　行　司ﾌｧﾐﾘｰ

各　ﾌｧﾐﾘｰ
子ども担当：平澤ﾌｧﾐﾘｰ　

　各　ﾌｧﾐﾘｰ
　

　キヌアット・アドナイ＝嫉妬という意味があります。
神様は妬む神と言われます。なぜならそれだけあなた
を愛しているからです。その愛というのはろうそくの
燃え尽きる火のように自らをすり減らして表した命が
けの愛です。私達がろうそくの火をともしながらアド
ベントの第一週目におぼえなければならない事は、そ
のような神様の熱心を受け止めているかどうかです。
神様のなさる業は量り知ることができません。ろうそ
くの火の姿というのは、あなたなのです。真庭あぐり
ガーデンの点灯式で光が灯ったときに歓声があがって
いました。そのようにあなたの灯火の姿を見て、歓声
があがらなくてはいけないのです。その点灯式で子ど
もが泣いていました。「これじゃなきゃ嫌だ」と泣い
て暴れていました。現代の社会とはこのようなもので
す。昔はというと、たとえ何か物が壊れたとしても何
か代用品を作りました。貧しかった時代を知っている
人は無いものを作り出そうとします。しかし現代では、
必要とするものはスーパーやホームセンターどこかで
手に入れることができます。必要なものがすぐに手に
入る、そのような事からも私達の目線はあまりにも狭
くなっていて、「これ！」と自分が決めたものが無け
れば安心ができなくなってしまいました。あなたはそ
のようになっていませんか？
イエスキリストが当時、イザヤ書のみことばのもとに
誕生しましたが、人々は自らが “これ！” と思ってい
るものではなかったので、イエス・キリストを十字架
に架けました。私達が “これ！” と思って決めた事を
できないことがストレスになる事それは、
私達の狭くなってしまった目線であり、これは非常に
恐い事です。私達はすぐに答えが出ないと不安になり
ます。クイズ番組や水戸黄門の視聴率が良いのは終わ
りには答えが出るからなのです。答えが出たり、ストー
リーがわかるので安心するのです。しかし人生はそう
わけにはいきません。神様は良い神であり、害を与え
ることはありません。しかし神様がこの悪い社会
の中で人間の中に与えられた様々なとげを通してそれ
を生かすことがあります。

KIKI さんの歌の中にありました、スーパーマンとい
う人は普段はあまりにもダサくてくだらない人です、
ある日彼は悩みました。本当はそんな姿じゃないのに、
このまま周りの人に馬鹿にされているままでいいの
か、何かしなくては…。
そんな彼にある日、お父さんは言いました。「おまえ
の役割はそんなことか、使命があるだろう」そしてスー
パーマンは使命に立ち返るそんなストーリーです。

　イエスキリストが使命に生きたように、私達に与え
られているこの人生のろうそくの炎は何なのかという
ことをこのクリスマスの日に考えなければいけませ
ん。世の中のクリスマスはハッピームードで喜ばしい
日です。もちろんクリスチャンにとっても喜びであり
ます。しかし神のあり方を捨てることはできないとは
考えず、ご自分を無にして来るということが、果たし
て自分にはできるかどうかと考えます、全ての汚名を
着て、国家権力に命をつけ狙われて、罵倒され、屈辱
をうけ、その為に生まれてくる事がわかっていて生ま
れてくるのです。みなさんできますか？生涯その人生
はつばをかけられるのです。その為に生まれて来てく
れたことを喜ぶ日ですが、クリスマスを迎えるその暗
闇の心を思うと、この時にもう一度形ではない本当の
クリスマスを思い起す必要があります。

　　　１．まっすぐ神様と生きる！！
　
　あなたの心は素直になれていますか？
私達が選ばなければならない事は素直になるというこ
とです。クリスマスのこの時に、イエス様のように素
直に生きなければなりません。聖書は良い事を書いて
ある書物ではなく、生き様なのです。生き様が無いと、
どれだけ何かが上手であろうと、人の心には届きませ
ん。人の心に届くものの中にはその人の生き様が感じ
られます。それをするのは、私達が与えられた人生の
中で、真っ直ぐ生きる事です。人の目にはマイナスの
ように思えることでも神様にとってはそれを益にする
事ができます。そのマイナスを克服する時に得られる
恵みは、マイナスが無かった人よりも大きいのです。
目の前に置かれた人生をどうみるかで、大きく物事が
変わります。マイナスを悲観して生きればそれまでで
すが、素直に真正面から受け止めてこれを次の種と思
うと人の見方は変わるのです。どう受け止めるかで物
事は変えられます！イエスキリストはそれを成し遂げ
る為に、家畜小屋で生まれて人類の最も低い底辺に生
まれました。その時幸せだった人は、彼を蔑みました。
この世の中で素直に生きていた人…羊飼い達は彼を受
け入れました。クリスチャンはこの羊飼いのようで無
くてはなりません。私達がしなければならない事は素
直になるという決断です。その決断は人生を変えます。
素直さをみていくときに、神様は鳩のように素直で、
蛇のように聡くといわれました。聡さとは神様の声を
聴く能力の事です。素直になると、神様の声がはっき
り聞こえるようになります。

　　　２．決意！と信念！

　親になるということは、信念であり、決意です。イ
エス・キリストのように我が子たちのために命をかけ
るという信念です。信念があると誰が何をいおうと平
気です。態度や行動に影響は受けません。その為に決
意をしなければなりません。“私は影響を受けない！”
“私は神様に生きる！” “神様と共に歩む！” しなくて
はいけないことはこの決意です。クリスマスは私達が
この事を思い起こす為にあります。大切な事、それは
イエス様が主役であるという事です。

　　　３．ネバ－ギブアップ！
　
　あきらめないで闘うときに神様は、命をもたらして
下さいます。ろうそくの炎は輝きます。私達はこの事
を自らの人生の掟にしなければなりません。「信念を
持って・あきらめずに・イエス様の前に素直に歩む」
この３つを諦めてはいけません！

「御手のなかで」
御手のなかで　全ては変わる賛美に
我が行く道にあらわしたまえ
あなたの御手のなかで

御手のなかで　全ては変わる感謝に
我が行く道にあらわしたまえ
あなたの御手の業を

「万軍の主の熱心」
～あなたは受け取っていますか？～　　　　　　　　　　　　　イザヤ9:1~17
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