
イースター召天者記念礼拝イースター召天者記念礼拝
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
（５月６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

小根久保伸彦
太田幸子
a藤原友規子
西嵜孝之
淺野恵子
西嵜真由美
楢村明子
唯恵伝道師
西嵜達也
日名陽子
鈴木たかよ
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　私はコラムが担当と聞いた時、何を書けばいい
んだろう？神様をまだ感じた事もない…と悩んで
いました。でも悩む前に、神様に祈ってみよう！
と思い、今のありのままの気持ちを祈ってみまし
た。
「神様、ごめんなさい。洗礼の日に誓ったのに、私
は神様と共に歩めていません…神様がそばに居て、
愛して下さっているという事も忘れて…と。」
そうすると、私の好きな賛美が思い浮かびました。
「天の窓」です。この賛美を聞いた時、まだ私は教
会を受け入れられない時でした。
　でも、「大きく天の窓が開き、あふれる恵みが降
り注ぐ」という歌詞を聞いた時、何と言っていい
か分からないんですが、何となく自分の中で神様
を想像する事ができ、神様助けて下さい！と思い、
涙が溢れました。
今まで色んな事があっても、我慢が当たり前で、
自分の気持ちは押しころしていました。でもこの
賛美で、限界がきていた私は救われた気がしまし
た。このコラムを通して、もう一度神様との関係
を考えるいい機会を与えて下さったんだと思いま
す。感謝します。

あふれる恵みが、愛する教会の家族・世界中のみ
なさんに、たくさん降り注がれますように…

 エゼ 1～7　水4金6

※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

「 神様と共に、歩めますように…」
間を

力です。

　私はコラムが担当と聞いた時、何を書けばいい
んだろう？神様をまだ感じた事もない…と悩んで
いました。でも悩む前に、神様に祈ってみよう！

「 神様と共に、歩めますように…」
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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~
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早天祈祷会6：00~
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江原博子

佐々木徹心

澤口千春
行司佳世

名越信三

岩崎雅弘

村部香代子

大宮東子
金光文雄

三村美香

吉野夏子

李  雋英

堀川正子
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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 ~
イースター
召天者記念礼拝

佐々木徹心

（ ２０１８年４月２２日 ）

（要約者：藤原友規子）

スモールファミリー

聖書の学び

誕生者のお祝い

天野師
特別祈祷会

リバゴス　エブリ出演
１３時～、１５時～聖書の脈　福澤師

今週、エゼキエル書に入ります。この書はその文学
的な構成において、極めて調和と統一のとれた書と
言われています。この書は時間的順序に従って記さ
れています。そしてエゼキエル書の特色からして、
著者はエゼキエルと言われています。エゼキエルの
名は「神（エール）が強めてくださる」という意味
を持っています。イスラエルの民の大危機であった
エルサレムの滅亡と、バビロン捕囚という困難な時
代に、神のことばの預言者として用いられる者にふ
さわしい名前といえます。エゼキエルは、預言者と
して召される以前には、彼自身が祭司であったか、
あるいは彼の父ブジが祭司で、その祭司の家庭に生
れ育ったと思われます。エゼキエル書に見られる彼
の用いる表現や、論理の展開には、いろいろな面で
祭司的な性格、または要素がよく表れています。祭
司的な背景の中から預言者となることを求められた
のは、南王国ユダの滅亡と、その民の捕囚という屈
辱のただ中において必要でありました。そのような
ことを思いつつ、読み進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

岩崎祥誉
佐々木亜弥
a鈴木たかよ

　３日　金森将雄
　　　　永井匡史
　４日　牧　友実　
　７日　渡邉達朗
　　　　全本達正　　　
　

１２日　村部香代子
１３日　三村美香
１８日　名越信三
２０日　吉野夏子
　　　　堀川正子

２２日　江原博子
　　　　澤口千春
　　　　行司佳世
２５日　岩崎雅弘
２６日　大宮東子

２６日　金光文雄
２７日　李  雋英
２９日　佐々木徹心

４月の誕生者

メッセージ：
司　    　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11

18

25

12

19

26

13

20

27

14

21

28
ぼやき会15：0000 ~

ぼやき会15：0000 ~

ぼやき会15：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

県北祈祷会
in　あぐり

20：0000 ~
早天祈祷会6：0000 ~

イースター
特別礼拝 ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

江原博子
澤口千春
行司佳世

名越信三

岩崎雅弘

村部香代子

大宮東子
金光文雄

三村美香

吉野夏子

李  雋英

堀川正子

江原博子 李  雋英大宮東子岩崎雅弘

スモールファミリー

聖書の学び

天野師
特別祈祷会

リバゴス　エブリ出演
１３時～、１５時～聖書の脈　福澤師

泉水　京子

農業体験
あぐりパーク

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。

舛　田ﾌｧﾐﾘｰ

行　司ﾌｧﾐﾘｰ

　芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

　私達は日常の中で、無意識のうちにたくさんのものか
ら、優先順位をつけて選んでいます。
「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テサロニケ5：16～18）
優先順位を見直し、優先順位の一番に感謝を持ってきな
さいと語られました。

　感謝はクリスチャンにとって、神様が与えた素晴らし
く有効な武器です。この武器を有効に使うなら、あらゆ
る場面において私たちは自分の弱さに負けることがあり
ません。感謝しやすい場面において感謝することは誰で
もできます。苦手な人、心が臥せってしまう、不満や不
平しか持てない相手、そんな場面や相手において感謝を
優先することは簡単なことではありません。

　　

　感謝は感情の産物のように思います。しかし、語源は
Think と同じ。考えて選び取って握りしめるもの、感謝
は意思を働かせて選び取るものなのです。
感謝の反対は当たり前です。私達は裸で母の胎から生ま
れました。今持っているものをあげてみてください。す
でにたくさん持っている、物だけではない、家族に恵ま
れ、友人に、職場に、神様は多くの財産を与えてくださっ
ています。

　ツァラアトととは、かつてはらい病と言われ差別され
た病気。レビ期には「自分の衣服を引き裂き、その髪の
毛を乱し、その口ひげをおおって、『汚れている、汚れ
ている。』と叫ばなければならない。その患部が彼にあ
る間中、彼は汚れている。彼は汚れているので、ひとり
で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。」
（13：45-46）と記されています。
誰からも差別されて隔離されている彼らにとってイエス
様にすがるのは命がけでした。
イエス様が、すがる彼らに答えられたのは「行きなさい。
そして祭司に見せなさい。」でした。当時、ツァラアト
を診断するのは祭司でしたので、祭司の判断で元の生活
に戻ることができたのです。
いやされた 10 人のうち 9 人は、喜んで元の生活に帰っ
てしまったのですが、「そのうちのひとりは、自分のい
やされたことがわかると、大声で神をほめたたえながら
引き返して来て、イエスの足もとにひれ伏して感謝し
た。」のです。「彼はサマリヤ人であった。」と記されて
います。イエス様はその姿を喜ばれ、「十人いやされた
のではないか。九人はどこにいるのか。神をあがめるた
めに戻って来た者は、この外国人のほかには、だれもい
ないのか。」
恵みを受け取りながら、感謝をささげることができるの
は1割しかいなかったのです。

　ツァラアトは癒される、イエス様の御言葉を受けて、
信じて出かけ、10人は行く途中でいやされたのです。「雨
や雪が天から降っても元に戻らず、必ず地を潤し、それ
に物を生えさせ、目を出させ、種蒔く者には種を与え、

食べる者にはパンを与える。そのようにわたしの口から
出るわたしのことばも、むなしく、私のところに帰って
は来ない。必ずわたしの望むことを成し遂げ、私の言い
送ったことを成功させる。」（イザヤ 55：10,11）御言葉
が語られたなら、御業は始まっているのです。

　教会に来る道すがら、感謝が満ち溢れているか、心を
点検してみてください。恵みを受けるために教会に来る
のは素晴らしいこと、そして、恵まれたなら、恵みを運
んで来る者に、その証を運ぶ者になりたいです。礼拝は
神様との契約を結ぶということ。感謝をささげて礼拝す
るときに祝福のパイプはしっかり繋がれます。契約した
のですから、真実と正義をを尽くして問題に臨んでくだ
さるのは神様なのです。

“忠実” とは失敗した時に戻ることです。
失敗するな、などと聖書は言っていません、失敗した時
に戻ることを聖書は伝えています。これに忠実であれと
言っているのです。忠実とはいかなる時も目を離さずイ
エス様と一緒にいることなのです。主が共にいることこ
そが忠実です。どうか神様を小さく押し込めないで下さ
い。例え環境を変えても何も変わりません、変えるべき
は私達の行動です。それをする為に、一歩静まらなけれ
ばなりません。ヨセフは環境を変えようとしませんでし
た。その中で行動を変えたのです。牢屋にいる時、ポテ
ファロのところにいる時、兄達に再会した時、全ての権
限をもっても羞恥をしませんでした。

　ナポレオンの時代に、シャロネットという男が無実の
罪で牢獄に入れられました。何カ月もそこで過ごした彼
は自暴自棄になり、死を覚悟しました。
その独房には毎日、わずかな日の光が差し込むスポット
がありました。ある朝、驚いたことに固い土の中から小
さな草が芽を出しているのに気が付きました。彼は、そ
れが、神が与えてくださった希望の光のように思えたの
で、感謝と喜びをもって、毎日その草に水をやりました。
やがてその草は大きくなり、ついに美しい紫と白の花を
咲かせました。
この一連の出来事を見守っていた看守たちは、この話を
家に帰って妻たちに話しました。やがてこの話は、ナポ
レオンの妻ジョセフィーヌの耳にも届きました。彼女は
この話に心を動かされ、これほど花を愛する者が犯罪者
であるはずがないと確信し、ナポレオンに裁判のやり直
しを願い出ました。そしてその結果、彼は疑いが晴れて
釈放され、自由の身となったのです。

「感謝を優先させる」
ルカ17：11～19

シャロネットの話

なぜ感謝するのか

Thank と Think 語源が同じ

②感謝をささげることを優先する
感謝そのものが、神への最上の捧げもの

ツァラアトに冒された 10人の話

① 御言葉を受けた時、御業は
　　　始まっている

　③主は感謝の礼拝者を祝福される


