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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
（2月 25 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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　最近教会内で子どもたちがWATOTOの歌や、様々な賛美
を演奏している風景をよく見かけます。先日、我が家でも賛美
の恵がありました。家庭での祈祷会が行われた際、これまでは
アカペラや動画の曲に合わせて賛美していたのですが、子ども
たちと奏楽で賛美することができ、賛美しながら変えられ増し
加わった新な恵みを感じました。そして、私自身も、何回も挫
折していたウクレレが、子どもたちに影響されコードを弾ける
ようになり、新たな感覚の恵みを感じています。 
  「 私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように
主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかた
ちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働
きによるのです。」<Ⅱコリ 3:16> 
 以前、衣食住の他に神様は人に「祈り」と「賛美」という本
来の欲求を与えられているのだと気づかされたことがありまし
たが、聴くだけでなく、歌うだけでなく、自分で演奏するとい
う新たな感覚と、奏楽によって人を導けるという恵みを感じて
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、神の栄光が現わ
れるようになるためです。ですから、私たちは勇気を失いませ
ん。たとい私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新た
にされています。」<Ⅱコリ 4:15-16> 
 個人個人で感じるだけでなく、子どもたちや私たち教会に集
う人々がそれぞれ影響して、主に造られた元の姿に戻ることが
繋がって行くことを想像するだけで興奮します。 
 恵がますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光
が現れ偉大な主の御名が賛美されますように！

 イザヤ54～60　水57金59

※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「賛美」
で子どもたちがWATOTOの歌や
る風景をよく見かけます。先日、我
した。家庭での祈祷会が行われた際

「賛美」

司 　 　 会

代 表 祈 祷
献 　 　 金

準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）

：
：
：

聖 日 準 備
食 事
片 付 け

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~

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~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~
吉備中央町礼拝

聖餐礼拝

ゴスペル＆
メッセージ

平岡師＆安武さん

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~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：30~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：30~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~

那須澄雄

根路銘愛

吉野晴道

池田光宏

藤原祐子

永井比和子 太田幸子

安田尚正

藤原大靖

淺野恵子

日名洋

田渕杏奈

舛田幸恵

河島稜

赤松ひとみ
佐藤多美子

24

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

藤原大靖

23
早天祈祷会6：0000 ~

22

舛田幸恵

21

ぼやき会15：0000 ~
早天祈祷会6：0000 ~

永井比和子 太田幸子

2019

那須澄雄

18
ゴスペル＆
メッセージ

平岡師＆安武さん

（２月４日）

（要約者：岩崎　祥誉）
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誕生者のお祝い

キッズブラウン体験会
１０時～、１５時～

聖書の脈　福澤師

聖書の脈
福澤師

もうすぐでイザヤ書が終わろうとしています。
56-66 章はイザヤの活動の晩年に書かれたであろ
うと言われていますが、イザヤ自身が成熟した預
言者として歴史の主である神より終末についての
啓示を受け、当時においては黙示文書的とさえ思
われたであろう表現形式でこの部分をつづってい
ます。特に「平和のプログラム」としてまとめる
ことができます。この部分は、創造者なる神と被
造者なる人間との間の正常な関係の回復の預言で
す。神の贖罪契約の成就の結果として、かつて与
えられていた創造契約（創 1 - 2 章）に基づく関係
が回復していくとしています。ここには、天に引
き上げられたあとの栄光に輝く終末における真の
平和に向けてのプログラムが啓示されているので
す。真の平和の完成は主権者なる神によって与え
られていきます。そのためには、人間が聖なる神
の前に謙虚に贖罪の恵みを求め、神の民として聖
く歩むことによって成し遂げられていきます。私
たちの救い主なるキリストをいつも心からお迎え
していきましょう。
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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。
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　私たちには神様の声が聞こえるはずです。それと同時に、私
たちの心をだめにしようとする言葉も聞こえてきます。きちん
と聞き分けれていますか？
　「オオカミと 7 匹の子ヤギ」の話を知っているでしょうか。
オオカミが子ヤギを食べようと家にいきます。オオカミはその
時出かけたお母さんだと見せかけるために、手を白く塗って扉
の隙間から見せたり、声を変えたりしてだまそうとします。初
めのうちは警戒し、だまされなかった羊も、最後は騙され食べ
られてしまう・・そんな話です。「まことに、まことに、あな
たがたに告げます。羊の囲いに門から入らないで、ほかの所を
乗り越えて来る者は、盗人で強盗です」（ヨハ10：１）これは「門」
でないところから入ってくるとあります。一体何でしょうか。
そして入り口はどこでしょうか。いつのまにかそれは私たちの
隣にあります。「囲いを乗り越えてくる」ということはそこが「壊
れている」つまり「弱点」をついてきたのです。私たちはよい
言葉と悪い言葉をわかったつもりで生きています。「光の御使
いに化けてくる」と聖書にはありますが、悪いやつは、紳士的
に私たちの人生に近づき、反逆し、ズレるようにしてきます。
とても聞きやすい言葉で私たちの心を惑わすのです。しかし彼
らの声は決断させる言葉ではありません。だから自問自答する
ようになります。
　「オオカミと 7 匹の子ヤギ」の話でも、子ヤギは、オオカミ
と色々と会話をする中で、どんどんオオカミにヒントを与え、
最後はオオカミを「お母さんだ」と思い、決断し扉を開けてし
まいました。このやりとりはとても私たちの人生の決断に似て
います。
　またこんな話もあります。昔、飛行機にのっていた 8人の乗
組員が太平洋上に墜落しました。なんとか命は助かり助け合い、
仲がよかった乗組員たちも、日を追うごとにその仲が壊れてい
きました。言い争いが始まってしまったのです。なぜそんなこ
とが起こったのでしょう。それは、それぞれが疲れてきて心の
中で「なんでこんな目に・・・」と会話をしてしまったのです。
そん中、機長は「私に祈れ」という神の声を聞き、一人祈り始
めました。その中で彼は「上を見よ」という言葉を聞きます。
すると１匹のかもめが空にいて海に落ち、そのかもめのおかげ
で飢えをしのぎ、助かったのです。
　悪いやつはいかにも「悪い」という風貌で獰猛な姿で近づい
てくるわけではありません。彼らの目的は何なのでしょう。彼
らはだた自分の目的（オオカミであれば子ヤギを食べたい）を
果たしたいだけです。そんな奴が私たちの人生をずらそうと近
づいているとしたらどうでしょうか。今、私たちの人生がずれ
ていないか考える必要があります。「門から入る」のは私たち
がズレないためです。「感謝しつつ、主の門に、賛美しつつ、
その大庭に、入れ。主に感謝し、御名をほめたたえよ。」（詩
100：４）「門」から入ることが大切です。そして「門」とは「感
謝する場所」ということです。だから

　あなたの思いのスタートはどこからですか？始めようとした
志は何だったのでしょう。「 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。」（Ⅰテサ５：16～ 18）これをイエス様にあっ
て賛美に変えるのが礼拝です。誰に何のためにするのでしょう。
私たちの人生はちょっとずらされてしまうのです。もしズレて
しまったらその先は「自分が神」になってしまいます。「自分
が 1番」とか「自分がだめなんだ」と自分で決めてしまうよう
になるのです。まるで神のようです。
　世間では「神ってる（神対応）」なんて言葉もありますが、
これは怖いことです。私たちは神ではありません。だから私た
ちは「イエス様のように生きようと願うこと」つまり「過去の

価値観で、自分で決めない」ということが大切になるのです。「芯
を打つ」といいますが、大切なのは「中心」です。あなたの中
心はなんですか？中心が定まっていないとちょっとのことでズ
レて流されてしまいます。もし私たちが「自分は間違っていな
い」となっていれば要注意です。神様を知っている人は、何か
があったとき「間違っているかもしれない」と思うのです。
「このみことばを聞いて、ユダヤ人たちの間にまた分裂が起こっ
た。」（ヨハネ10:19）一つの言葉でもまっすぐに聞く人と曲がっ
て聞く人がいました。だから分裂が起こったのです。あなたの
客はどこから入ってきたのですか？イエス様は賛美と祈りと感
謝から入ってきます。愛や真理など変わらないものから入って
くるので私たちの思いが変わるはずはありません。だから私た
ちの思いがくつがえされるのであれば入り口が違うのです。入
り口が違うと私たちの心に穴があきます。だからこそもう一度
何かをする時に「誰のためなのか」を考えましょう。私たちが
すべきなのは、相手からの見返りの答えを待つことではなく、
ただ愛を伝えることです。
　「わたしは門です。だれでも、わたしを通って入るなら、救
われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます」（ヨハ
ネ10：9）人を見るとつまずきます。だから神様を見ましょう。
神様を見ていればすべてを知ることができます。

　私たちの人生は命がけの人生で始まっています。神様は必ず
見つけてくれて命がけで向き合ってくれます。命がけの人がい
るのですから、人を見てはいけません。人に目を向けると私た
ちは道を誤ります。しかしあなたの人生であなたにかかわる人
は命がけなのです。そして教会はそういう場所でありたいので
す。失敗します。だけどそうしたいと願い、そうあろうとする
ことが大切なのです。それが真理です。
口でよいことをいっても実際に行動しないというのは「偽善者」
です。「失敗はする、だけどよくなろうとする」これが「善」です。
最善を選ぼうとすることです。これは向き合うことでしかでき
ません。だから判断できる神様に聞くのです。絶えず最善を選
びましょう。そして神を見て隣の人を見ましょう。（ヨハネ
10：11～15）

　人の評価や価値観はとてもズレています。そんな私たちが判
断すると人を傷つけます。だから神様に聞きましょう。その判
断基準は平安であるかどうかです。「 【主】は私の羊飼い。私は、
乏しいことがありません。」「 たとい、死の陰の谷を歩くこと
があっても、私はわざわいを恐れません。あなたが私とともに
おられますから。あなたのむちとあなたの杖、それが私の慰め
です。」（詩 23:1, 4）ぜひイエス様と生きてください。むちや
杖は私たちが誤らないためのものです。だから痛くはありませ
ん。「ノー」の時に神様を感じてください。そのとき神様が声
をかけてくれます。
「あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳はうしろか
ら「これが道だ。これに歩め」と言うことばを聞く」。（イザヤ
30:21）御言葉から聞きましょう！そうすれば私たちの人生は
必ず変えられていきます！　

「神様の声を聞き分ける」
～あなたは聞き分けていますか？～　　　　　　      　　 ヨハネ10：1～19
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①あなたの来客はどこから来ましたか？
～神様は愛と賛美と祈りからくる～

②　命がけの犠牲を見出す

③　キリストの命で生きる
～自 or　内なるキリスト～


