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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
（12 月 31 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　

日名　洋
高橋奈津江
a金森清子
藤原友規子
淺野恵子
牧　三貴子
富岡　牧
行司伝道師
楢村明子
澤口建樹
加藤優子
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　今、年末に向けて、教会ではたくさんの行事を
行っています。その準備をする中で、ふと「ひと
りよりふたり」という言葉がよぎりました。これ
までは、自分が任されたことを、あれこれ自分ひ
とりで考え、段取りをし、動くということが多かっ
たですが、今回は少し違いました。何かを作るに
しても、準備をするにしても「一人でも多くの人
としよう」そんな気持ちが自分にはありました。
今、教会にはたくさんの人が来ています。そして
その中で多くの人が、交わり、関わり、そして喜
びを分かち合っています。どんどん、教会のみん
なですることが増え、規模も大きくなってくる中
で、一人一人が自分の良さを最大限に生かして関
わり合うこと、それがとても大切だと感じました。
「ふたりはひとりよりもまさっている。ふたりが労
苦すれば、良い報いがあるからだ。
どちらかが倒れるとき、ひとりがその仲間を起こ
す。倒れても起こす者のいないひとりぼっちの人
はかわいそうだ。 また、ふたりがいっしょに寝ると
暖かいが、ひとりでは、どうして暖かくなろう。
もしひとりなら、打ち負かされても、ふたりなら
立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない。
（伝４：９～１２）
みんなの力を合わせて、よりよいものをみんなで
作り上げていきたい、そう思いました。

 雅歌 6～イザヤ４　水１金３

※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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（１２月１７日）
（要約者：日名　陽子）

誕生者のお祝い

ふるさと
餅つき大会ミニコンサート＆

イブ礼拝１７時～

カウントダウン
２２時頃～

元旦礼拝
１４時～

聖書の脈
福澤師

今週からイザヤ書に入っていきます。まず
はイザヤの人物についてみていきたいと思
います。まず、「アモツの子イザヤ」（1：
1）と明記されていることから、彼の父ア
モツとはいったい誰なのかと思います。こ
のアモツはユダの王アマツヤの兄弟であっ
たと伝えられています。それ故に、イザヤ
は貴族の出であったと考えられ、彼はエル
サレムを中心に生活をし、恐らく神殿や宮
殿に出入りすることが許されていたと言わ
れています。神殿における主の栄光の幻を
見たとするイザヤの召命時の記述も（6章）、
そのような背景があったからだといえま
す。そしてイザヤの活動期間としては前
745年頃から始まり、前 680年頃までと考
えらています。ユダ王国の 4人の王、ウジ
ヤ、ヨタム、アハズ、及びヒゼキヤの時代
に活躍した預言者です。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師

西嵜芳栄
西嵜達也
a藤井サト

　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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岩崎　雅弘

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。

　　　平　澤ﾌｧﾐﾘｰ

行　司ﾌｧﾐﾘｰ

　　幸　恵ﾌｧﾐﾘｰ
　

私達は真っすぐに聞かないといけません。思い込みや先入
観があると、正しく聞く事が出来ません。私達はわかって
いるけど、出来なくて、建て直したいのに古いものを使っ
ているので、いつまでも建て直せないでいます。ある教会
が会堂を建て直す為に今の建物の建材を使って建て直す事
に決めました。でも、建て直したい場所で、今の建物を使っ
ているので、場所と建材は今も使われているので、１年たっ
ても建て直せないでいました。この様な事があるのです。
でも、クリスマスは、頭と心と体が一つになる奇跡の時です。
　救い主が生まれた事を一番に天の使いから知らされたの
は、羊飼いでした。彼等は羊の為に命を差し出した動物以
下の扱いともいえる当時の社会で見下されたような存在で
した。これは、良きサマリア人の話と似ています。

　　　ルカ１０；２５～３７
　パリサイ人がイエス様のもとにやってきて、試すために
「何をしたら救われるのか」と質問しました。あなた方はど
う思っているのかとイエス様に聞かれて、律法学者達は「心
を尽くし思いを尽くし、力を尽くし知性を尽くして、あな
たの神である主を愛せよ。又、あなたの隣人をあなた自身
の様に愛せよとあります。でも、私の隣人とは誰ですか？」
と自分の正しさを示そうとしてイエス様に尋ねました。そ
の為、イエス様はたとえ話をされました。
「強盗に襲われ半殺しの目に遭い倒れていた人に対して、祭
司もレビ人も近寄りもせず、反対側を通りすぎていったが、
サマリア人はその人に哀れみをかけ、介抱してあげた」と
いう内容です。どうしてこのたとえ話でイエス様はサマリ
ア人を選んだのでしょうか？サマリア人は、紀元前７２１
年の北イスラエル滅亡後にアッシリア王が移住させた植民
地の子孫であり、混血の外国人としてユダヤ人からさげす
まれていた人達です。イエス様の話を聞きながら、律法学
者達は、当時祭司職はけがれてはいけない為、死人に触っ
てはいけなかったので、死んでいるかもしれない人を見て
も触らなかったのは当然の事と思い、サマリア人が話に出
てきた時、ユダヤ人を憎んでいるサマリア人なら、倒れて
いたユダヤ人にとどめを刺したのではないかと思っていま
した。だから、イエス様にこの話で隣人は誰かと聞かれた
パリサイ人はサマリア人とは言えませんでした。イエス様
は彼らのサマリア人に対する差別がメシアに対する差別だ
と言いたかった。私達の中にもこういう積み重なった見下
す思いがあります。多くの人の事は赦せるのに、隣人の又、
家族のここは嫌だという思いがあるのです。又、近隣諸国
の中国や韓国に対して２～３代前から軽蔑する事が当たり
前のような思いがあり、愛し合えない関係になっています。
この壊れた価値観にイエス様は寄り添いに来られました。
それが良きサマリア人であり、私だと伝えたかったのです。
サマリア人とはイエス様の事。良い行いをする人ではあり
ません。

　　　１．クリスマスの出会い。
　　　　　本当の救いをもたらす
　
　殴られ倒れていたのは私達であって、この人だけは受け
入れたくもないという人を使って救いがもたらされるこれ
が、良きサマリア人のたとえであり、本当の意味です。イ
エス様は私達に寄り添う為に来られたが、痛んでいなかっ
たパリサイ人やレビ人はそれがわかりませんでした。わかっ
たのは、痛んで死にかけていた人です。
今、神様が伝えたい事は、あなたの心の中に、盗まれて奪
われている状態がある事を知る事です。そうでないとイエ
ス様が分からないからです。教会とは弱さを認めた人にし
かその意味が分からない場所です。片意地張って自分には
○○があるとやっているとわからないのです。そういう人
がやる事は見下す事です。だから、イエス様を理解できず、
十字架にかけました。神様の前に弱い者である事を認める。
もう立てない状態の心がある事を認める。人の前に着飾っ
て元気です、大丈夫ですと言って教会にいなくてもいい。

私達の教会は良く仕え、良く働く教会ですが、自分の中に
弱さがある事を知らないと、自分の目線がパリサイ人の目
線になってしまい、試す方法でイエス様に向かってしまい
ます。

　　　２．平和の君。和解をもたらす

　ある男の子が死に場所を探して街を歩いていました。ク
リスマスが近い時で、ふと、教会の十字架が目に留まり男
の子は教会の中に入って行きました。この男の子は、両親
は離婚して母親に育てられますが、母親の再婚相手である
父親から虐待を受け、笑い声も聞こえない家庭で育ちまし
た。自分が父親から殴られていても母親は守ってくれなかっ
た事がつらくて、そんな母親が許せず家出しました。唯一
の身内である母親が敵で、学歴も中学卒で、その後の人生
でも、人から馬鹿にされ、愛される事もなく、仕事も続かず、
絶望して死を選ぼうとしていたのです。そんな彼にこの教
会の牧師は、彼の話を聞き、あなたの人生を平和にする為
に死んだ人がいるとイエス様の事を伝えました。彼はその
日初めて酒も薬も飲まずに眠る事が出来たと言い、その後
教会に行くようになりました。彼は、神様に、自分にあな
たがいる事を教えて下さいと祈るようになり、やがて母親
の所に行って母親を赦して、引き取り和解したのです。こ
れが、サマリア人の話です。彼はやがて結婚し、その子供
は牧師になりました。その牧師から聞いた話です。
　サマリア人とユダヤ人の中に殺すまでに至っていた憎し
みに赦しを与えられる。寄り添って下さるイエス様に出会っ
て、あなたの憎しみ罪が赦されて癒されると救われるとい
う話です。マタイとルカの福音書にイエス様の系図があり
ますが、そこにあるのは最も低い人と高貴な人の和解です。
神様は平和をもたらされます。赦せない過去、悲しかった
過去がイエス様によって癒されていく。触って欲しくもな
い彼らに助けられるなんて嫌だという、そんな事で癒され
るという事です。神様は私達が思っている方法とは違う方
法で解決されます。言葉が真っすぐに聞こえず、決断すれ
ばできるのに、選べず、言っている事がわからないと平和
に至りません。助ける言葉を裏から聞いてしまい、人の言
葉を間違って聞いてしまう事になるからです。そんなあな
たも、自分が苦しんでいる事を素直に認め、差し出される
手を取り、水を受け取れば癒されて救われるのです。
盗まれ、裸になって、生きるか死ぬかになって初めてわか
ります。私達が選ぶ道は素直に差し出される手を掴む事で
す。今、痛いです、辛いですと素直に神様に向く事が出来
れば、本当のクリスマスになるのです。

　　　３．癒された者は何を？
　
　サマリア人に助けられたユダヤ人は今までとは違う生き
方をしました。もし、あなたが、強盗に襲われた人なら、
あなたはどう生きますか？暗闇にいる人に良きサマリア人
に接するように接してください。世の中の人は教会に入り
たくないので、クリスマスに教会の外でマルクトをするの
です。教会の建物に意味があるのではなく、本当の命は私
達自身であり、本当の命が教会にあれば、人々は変わるの
です。自分の人生を置いて寄り添ってくれた人がいたから
こうして私達も教会に来ています。だから、自分達も神様
を証する者になりたいと思います。
平和とは何でしょうか？それは愛する事です。和が平らに
なる事です。憎しみは谷、怒りは山です。でも、それらが
愛によって平らにされていきます。道を整えよとイエス様
の誕生の前に言われた事です。つまずきの石は人々を裁く
事であり、憎しみや怒りです。クリスマスは癒される事、
赦す事です。癒されるから赦す事が出来ます。自分を優れ
た者と思わないで下さい。自分は強盗に襲われて身ぐるみ
剥がされた者、捨てられた者です。教会は着飾ってくる場
所ではないです。あなたの痛みを出す場所、それと向き合
う場所です。今あなたの重荷をイエス様が負って歩いてく
れている愛を感じて下さい。イエス様の愛に目を向けて下
さい。

「地の上に平和が」
～クリスマスの奇跡～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカ２:８～１５
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