
特　別　礼　拝特　別　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１３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

唯恵伝道師

平澤　瞳
山本洋子
a富岡美千男

日名陽子
大宮東子
藤原友規子
岡本英樹

泉水　浩
淺野主眞
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　私は天ぷらを揚げるのも食べるのも大好きです。
特に日本蕎麦と食べる天ぷらは口の中を幸せにし
てくれます。
　さて、このゴールデンウィークの二日間、アグ
リガーデンで
子ども達に天ぷらの揚げ方を教えてきました。子
ども達が自分で切った野菜に衣を包み、180 度の
油で揚げて天丼を作ろうという企画です。
　「具を油に近づけてそっと入れて」と言っても、
熱い油の恐怖からか 10センチ以上も上から油に投
げ入れてしまい、油がたくさん跳ね返ってしまう
状況が多々ありました。
　そこで天ぷらを入れる前に油に子供の人差し指
を入れさせる事にしました。
　少し怖がりながら指を油につけると人差し指に
ついた油は想像していたほど熱くなく、ほんの少
しだけ熱いだけと分かるのです。
　それをわかった子どもは油ギリギリのところま
で手を持って行きそっと天ぷらを投入する事が出
来るのようになります。
　跳ねた油は熱い。だから、どうしたら跳ねない
ように出来るかという知恵と事実を恐れないで知
る為の少しの勇気は子どもだけでなく大人にも必
要だなと感じる二日間でした。
　
　恐れるな！
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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

日 月 火 水 木 金 土

TESTIMONYTESTIMONY「 天ぷらと私」
は天ぷらを揚げるのも食べるのも大好き
日本蕎麦と食べる天ぷらは口の中を幸せ
れます。

「 天ぷらと私」
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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~

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~

母の日礼拝
吉備中央町礼拝

聖餐礼拝

特別礼拝＆セミナー
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~

英　まゆう

　佐藤裕　鈴木大智

堀川あや

澤口建樹

鈴木誠一

西嵜優
髙杉美代

泉水幸誠

新開佑香坂本竹子

岡本早苗

辻総一郎

吉野弘晃
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英　まゆう 西嵜優
髙杉美代

辻総一郎

（ ２０１８年４月２９日 ）

（要約者：秋山恭子）

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

４月の誕生者のお祝い 吉原師
特別祈祷会

聖書の脈　福澤師

今週はエゼキエルの周りの環境について書いていきます。エゼ
キエルはブジの子で、祭司でした。前597年にエホヤキンと共
にバビロニヤへ移されていきました。エゼキエルは、ケバル川
のほとりにある捕囚の民の居住地テル・アビブに住んでいまし
た。ケバル川についてはニップルでユーフラテス川から取水さ
れ、エレク辺りで再びユーフラテス川に注ぎ込む大灌漑用水路
ナール・カバリのことではないかと考えられています。テル・
アビブという名は、アッカド語のテル・アブーブ（洪水の丘）
を示すものと思われています。「テル」は、古い町が廃墟となっ
た後に埋って出来た丘を示しています。捕囚の民は、この廃墟
となっていた町を再建して住むことが許されたと考えられてい
ます。捕囚の初期には、町を再建するための労役に服した可能
性があります。しかし，一般的には、捕囚の民は王の保護の下
にあり、一定の経済的、社会的自由が与えられていたようです。
エゼキエルは結婚していたが、妻はネブカデネザルによるエル
サレムの包囲が始まった時（前588年）に亡くなりました。エ
ゼキエルは捕囚にあって5年目に、ケバル川のほとりで栄光の
主のご臨在の幻に接し、預言者としての召命を受けました。そ
の時、彼は30歳であったと考えられています。エゼキエルの
預言活動は、少なくとも22年後の前571年まで続いています。
エゼキエル書の中心的主題は「主を知ること」です。ですから
「あなたがたは，わたしが主であることを知ろう」という言葉
やこのようなことを伝える表現がされています。これを見つけ
ながら読み進めていきましょう。

チェ ソンソク 牧師
岩崎祥誉

小根久保伸彦
太田幸子
a藤原友規子

　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：

：

小根久保　伸彦

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

芳　栄ﾌｧﾐﾘｰ

　行　司ﾌｧﾐﾘｰ

召天者記念式は、個人を懐かしく思うと同時に、私たち
が自らの人生を顧みるときです。日本の伝統は、供養と
いう儀式を行いますが、故人から歴史が継承された私た
ちが次へと歴史を継承する者としてふさわしいかを考え
る時です。　時に私たちは、「クリスチャンのくせに。」
と言われますが、クリスチャンの存在は、まちがった人
生をもう一度戻そうとする人生なのです。

多くの人は「あなたの眼差し」で生きています。これは、「人
生にイエスと言う」か「人生がイエスと言う」かの違い
です。多くの人は、「人生にイエス」と言って生きています。
これは、「私の人生は良かった」または「悪かった」、「今
日の私は良かった」または「悪かった」という生き方な
ので、その時々に起こる出来事で「イエス」が変わって
しまいます。相手や自分に「イエス」という答えを自分
で見いだそうとするので、自らが主体になり本質が変
わってしまうのです。変わってはいけない本質は、「愛」「信
じる力」「希望」なのです。
　現実は過去になって行きます。この過去が生きる道の
本質を見失わせてしまうのです。そうすると私たちは、
本来したい生き方ができなくなり、失望し、そして絶望
をもたらし、私たちの心に自己防衛が訪れるのです。

　「人生にイエス」という生き方は、自分の人生を認め
るために生き方を制し、悟り得るまで努力をし、保証は
ないけれど自分に安心を持つという生き方です。しかし、
「人生がイエス」という生き方は、どんな過去があって
も「イエス」と言ってくれる人がいたら、あなたの人生
は色々あったけどそれでいいんだよと言ってくれる人が
いたら、私たちはもう一度やり直す事ができるのです。
人生が誇りなのです。

　キング牧師は、わが子を失い、奏楽中の妻を白人に殺
されました。その時キング牧師は、「彼女は私より先に
帰って行った。私はまだ感謝することが出来る。私はま
だ彼女のために生きることが出来る。」と言いました。
キング牧師にとって、死が恐怖と断絶であったら、彼は
人を憎んで生きたでしょうが、そうではありませんでし
た。
　私たちは、故人の命を、築いてきたヒストリーを継承
するのです。人は、その目線を変えればどんなに悪いこ
とをしても、償い、やり直せるのです。

　イエスは言われた。「わたしが道であり、真理であり、
いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひと
り父のみもとにくることはありません。（ヨハ１４：６）
こういうわけで、いつまでも残るものは、信仰と希望と
愛です。その中で一番すぐれているのは愛です。（１コ
リント１３：１３）

　東北の大震災で全てを失った人が、どうして人生を変
えられたのでしょうか。「責任」「自制心」「挑戦」。この
三つの決断をしたからです。目に見える状況で判断せず、
八方ふさがりでも、山に向かって目を上げようとする人
生を選んだからです。
　教会は、ざん悔するところではなく悔い改めるところ
です。その教会にある、三つの十字架の右に架けられた
人は、自らを変えず責任転嫁をしました。もう一方、左
の十字架に架けられた人は、「おまえは神をも恐れない
のか。おまえも同じ刑罰を受けているではないか。われ
われは自分のしたことの報いを受けているのだからあた

りまえだ。イエス様。あなたの御国の位にお着きになる
ときなはわたしのことを思い出してください。」と自分
の人生を顧みました。あなたはどちらを選びますか？

　私たちは死を恐れ、死が断絶だと、長い間、日本の文
化の中で思っていました。親が子を思う願いは、自分ら
しく本当のあなたで生きてほしいということです。私た
ちは、過去が良しとされ、今日から新しく生きる決断が
できるのです。故人が本当に願う願いを、私たちは見出
さなければいけません。

　私たちが天に帰る時、良しとされた生き様を残す最期
となりますように。人々に尊ばれ、その生きざまを継承
したいと願うような最期をむかえるために、今日、もう
一度、人生を顧みることができますように。

せんせい　おこらんとって　
せんせい　おこらんとってね
わたし　ものすごく　わるいことした
わたし　おみせやさんの　チューインガム　とってん
一年生の子とふたりで　チューインガムとってしもてん
すぐ　みつかってしもた
きっと　かみさんが　おばさんにしらせたんや
わたし　ものも　いわれへん
からだが　おもちゃみたいに　カタカタふるえるねん
わたしが　一年生の子に　「とり」いうてん　　　
一年生の子が　「あんたも　とり」いうたけど　
わたしはみつかったらいややから　いやや　いうた　　
一年生の子がとった　でも　わたしが　わるい
その子の百ばいも千ばいもわるい
わるい　わるい　わるい　わたしがわるい
おかあちゃんに　みつからへんとおもったのに　
やっぱり　すぐみつかった
あんなこわい　おかあちゃんのかお　見たことない
あんなかなしそうなおかあちゃんのかお　見たことない
しぬくらい　たたかれて「こんな子　
　うちの子とちがう　出ていき」
おかあちゃんは　なきながら　そういうねん　　　
わたし　ひとりで　出ていってん
　いつでもいく　こうえんにいったら　
よその国へいったみたいな　きがしたよ　せんせい
どこかへ　いってしまおう　とおもた
でも　なんぼあるいても　どこへも　いくとこあらへん
なんぼかんがえても　あしばっかりふるえて　
なんにもかんがえられへん
おそうに　うちへかえって　さかなみたいに
おかあちゃんに　あやまってん
けど　おかあちゃんは　わたしのかおを見て　
ないてばかりいる
わたしは　どうして　あんなわるいことしてんやろ
もう　二日もたってるのに　
おかあちゃんは　まだ　さみしそうにないてる
せんせい　どないしょう

「あなたの眼差し　あなたへの眼差し」
～継承と再出発～　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカ２３：３２～４７

チューインガムひとつ

あなたの眼差し　あなたへの眼差し
継承と再出発
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　佐藤裕　鈴木大智

堀川あや

澤口建樹

鈴木誠一
泉水幸誠
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吉野弘晃
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