
聖餐＆ペンテコステ礼拝聖餐＆ペンテコステ礼拝
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２７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

全本みどり
加藤優子
a丸井克己
西嵜孝之
永井比和子
泉水　浩
西嵜真由美
岩崎祥誉
永井匡史
岡本享子
西山秀平
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　僕が最初に教会に行ったのは、小学校低学年の頃で
した。ジョイフルキッズで遊んで、教会に行き、毎週
のように教会に行くようになりました。その頃の教会
の子供部屋は狭くて、その中でみんなひしめき合って
遊んでいました。今の教会になって、だんだん人も増
えてきて、僕も小学校を卒業し、中学生になりました。
剣道部に入り、土日も練習や試合があり、だんだん教
会に行けなくなってしまいました。先生やスタッフの
皆さんに声をかけてもらい、どうにか夕拝には行って
いました。でも剣道も学業も思うようにいかない毎日
でした。三年生になり、受験を控え、僕はなかなか志
望校を決められずにいました。その頃あぐりガーデン
で手伝いをする機会を与えられ、牧先生に受験の相談
をすることができました。それで、お祈りをして、関
西高校を受験することに決めました。それから毎朝、
母と手をつないでお祈りをするようになり、受験勉強
をして、関西高校の普通科に合格でき、この春、関西
高校に入学することができました。僕の行きたかった、
県立には落ちましたが、関西高校に入学してみると、
高校生活は楽しくて、関西高校に決めてよかったと思
いました。そして、１年生の時から続けていた剣道を
やめました。剣道ではいつも姉の戦績に勝てず、自分
に自信が持てなかった僕ですが、これからは自分らし
く生きていきたいと思います。これからもよろしくお
願いします。「しかし、満ち足りる心を伴う敬虔こそ、
大きな利益を受ける道です。」（Iテモテ 6:6）
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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。
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堀川あや

（ ２０１８年５月１３日 ）

（要約者：泉水　浩）

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

今週もエゼキエル書の時代背景をみていきます。バ
ビロニヤ軍とエジプト＝アッシリヤ連合軍との戦い
は、前605年にカルケミシュでネブカデネザルの
率いるバビロニヤ軍の勝利で終りました。これに
よってネブカデネザルの覇権は、シリヤ全土からパ
レスチナにまで及びました。エホヤキムもその支配
の下に服しました。その際、人質が取られましたが、
その中にダニエルたちが含まれていました。エホヤ
キムは3年間ネブカデネザルに服しましたが、その
後、彼に反逆しています。それは前601年にバビ
ロニヤ軍とエジプト軍が戦った時両軍の受けた打撃
が大きく、バビロニヤ軍が態勢建て直しのため自国
に退いていた時期に当たります。態勢を建て直した
バビロニヤ軍は、再びユダとエルサレムを攻略しま
した。前597年にエルサレムは陥落し、エホヤキ
ムの後に王となっていたエホヤキンは、即位後3か
月にして捕えられ、多くの有力者たちと共にバビロ
ンへ移されました。この時捕囚となった人々の中に
エゼキエルがいました。エゼキエルの預言活動はこ
の捕囚の5年目（前593年）に始まりました。来
週に続きます。

牧　一穂　牧師
舛田幸恵　先生
平澤一浩
牧　唯恵　伝道師
日名陽子
a藤井サト

　１日　山本心春
　６日　英　まゆう
　９日　高杉美代　
　　　　西嵜　優
１０日　辻総一郎　　　　　　　
　

１３日　鈴木誠一
　　　　鈴木大智
　　　　佐藤　裕
１５日　泉水幸誠
２０日　堀川あや

２１日　坂本竹子
２２日　新開佑香
２５日　吉野弘晃
２７日　澤口建樹
２８日　岡本早苗

５月の誕生者
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ふるさとミーティング
４月の誕生者のお祝い 吉原師

特別祈祷会

淺野　主眞

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。

日　名ﾌｧﾐﾘｰ

　祥　誉ﾌｧﾐﾘｰ

　 唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

先週は韓国の方々が日本に来てくださり賛美の学びを共に学べたこと
を心から感謝します。その最中に北朝鮮と韓国が今後回復の時をもた
らされました。北朝鮮との回復は韓国のキリスト教会が本当に何十年
もの間、犠牲と涙の祈りで仕えてきた大きなテーマでした。同じ同胞
の民が争って、そして文化を違えそしてその中で人々を苦しめてきた
歴史があります。ある日ある時、家族がその日から突然会えなくなる。
しかし、そのような流れの中でも神様はたくさんのことを人々に教訓
として示しました。そして祈ることを通して回復がなされることを伝
えてきました。歴史は絶えずそれを繰り返します。私達はいつも祈る
べきであり、失望してはならないことを聖書はたくさんの人々の歴史
を通して私達に残しました。
　今回韓国のチェ先生と交わる中で北朝鮮と韓国が今後どのようにな
るかを話したら、一番大きなテーマが『価値観の違いである』と言わ
れました。幼い頃から長い間、北朝鮮のこども達は韓国は敵であるこ
とを教えられてきました。その価値観をどのように克服するかが大き
なテーマです。独裁国が人々を教育する時、１人の独裁者に従うよう
に絶えず敵と味方を作る必要があます。独裁するためには敵が必要な
のです。この様な教育は、与えるものではなく奪うものなのです。

■

人類が一番最初に示された命令は何か。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。
地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。」
その時、神様はアダムを作り、その後にイブを作りましたがイブを作っ
た時どのようにして作りましたか？別に神様はアダムから骨を取って
作らなくても良かったのですが、神様は最初にアダムを想像して、地
の塵から作り、その後にイブにアダムの肋骨を取って作りました。最
初の人は、最初の想像の段階で与えることを学んだんです。

■弟子づくり

イエス様が３３年の生涯全てを通して私達にしようとしたことがあり
ました。それは弟子づくりです。自らが生きる生き方を思う弟子を育
てる方法でした。イエス様の誕生に大切なスタートが有ります。イエ
ス様はどのようにして生まれたか？
ピリピ 2:6-7 キリストは、神の御姿であられる方なのに、神のあり方
を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、仕える
者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。

イエス様は与えることの喜びをとことん自らを無にすることで弟子た
ちに示しました。そしてその中で彼らに伝えたかったことは裸で生ま
れて来たイエス・キリストの姿です。イエス様は自らが持っていると
は言わなかったのです。父が持っているものを私があなた方に与える
のだといったのです。ここが大切なんです。神様がイエス様の生涯を
通して弟子たちに伝えたかったことは自らの物では無いということを
命を掛けて伝えたのです。イエス様が自らの人生で、自らの物だと言っ
たことがありましたか？自分が持っているものを自分のものにしない
でください自分のものにした時からそれを失うのです。

マタイ 16:25 いのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのために
いのちを失う者は、それを見いだすのです。誰でも自らのそれを捨て
るものは全てをえる

FOLLOW、今日本では助けると使います。しかし、FOLLOW の意味
は『付いて行く』
 
マタ 4:19 イエスは彼らに言われた。「わたしについて来なさい。あな
たがたを、人間をとる漁師にしてあげよう。」
マタ 28:18 イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには
天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。
 28:19 それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子とし
なさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、
 28:20 また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守る
ように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、
あなたがたとともにいます。」

私達クリスチャンは出来ることがあります、それは神様を大事
にする生き方が出来ることです。私達は失敗もするし、間違っ
た行動もとるけれど神様を選ぶ行動を見せることができます。
失敗した時に神様の前に出ることを教えられます。日曜日を大
事にすることが教えられます。早く来て奉仕をする姿が教えら
れます。間違った時謝ることが教えられます。神様を第一にす
ることが教えられます。そしてそのお手本は誰でしたか？それ
はイエス・キリストです。イエス様は苦しい時、ゲセテマネに
出ていって祈りました。自分に向かってくる兵隊の耳を治しま
した。右の頬を撃つものに左の頬を差し出しました。服はくじ
引きで分けられ、下着まで与えました。イエス様は言ったこと
をやったんです。弟子づくりで大切なことは言ったことをやろ
うとする。行動を見せることです。私達はイエス様の行動全て
を行うことはできないですがしかし、イエス様のこの部分は私
は生涯を掛けて貫くんだと思はないといけないのです。ある人
は諦めないこと、ある人は命を掛けてやることこのことをしな
いといけないと思う信念が必要なんです。

教える師は仕えることなんです。自分の人生をロウソクの様に、
自らを減らして自らが見せなければならないのです。こども達
に命令してやれと言ってもこどもはやらなのです。イエス様は
馬小屋に生まれて33年間やったんです。12人の弟子を育てる
ために命を掛けたんです。

ルカ 22:25 すると、イエスは彼らに言われた。「異邦人の王たちは人々
を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。
 22:26 だが、あなたがたは、それではいけません。あなたがたの間で
一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は
仕える人のようでありなさい。
 22:27 食卓に着く人と給仕する者と、どちらが偉いでしょう。むろん、
食卓に着く人でしょう。しかしわたしは、あなたがたのうちにあって
給仕する者のようにしています。

オンヌリ教会の長老たちは早天祈祷会の前に-20℃の中、4時に教会に
行き、5 時から始まる早天祈祷会の為に駐車場係をするのです。それ
は地域の方に証とするためであったり、教会のトイレは長老たち自ら
が掃除しています。彼らがしていることは教えではなく心なんです。
オンヌリ教会は大きな教会を建てるのを止めてCGNTVを作りました。
世界のむこくの教会にメッセージを伝えるために、自分達は教会を立
てる必要は無いと言ったのです。
仕える教会の DNA は継承されていくんです。オンヌリ教会の先生は
みな『ハヨンジョン、ハヨンジョン』と言うんです。それはハ先生を
尊敬しているのです。流すことに徹底していた心に尊敬したのです。
私達がしないといけないことは、心なんです。心さえ有れば、マニュ
アルなどなくても伝わるし出来るんです。なぜ、今回両備が来てふる
さとに助けて欲しいと言うのか？両備にはお金も有るし、岡山でトッ
プ企業で優秀な従業員も沢山いるのになぜ小さな団体のふるさとに依
頼が来たのか？それは心が伝わっていっているのです。イエス・キリ
ストが行うことはそういうコトなんです。

私達はただで受けたからこどもに与えることを見せてください。こど
もに捧げることを見せてください。こどもを豊かにしてあげたいと思
うなら神様から預かったものを流す事を見せてください。神様を第一
ににし、礼拝を重んじる姿を見せてください。祈る姿を見せてください。
聖書は一言『FOLLOW』私に付いてきなさい。そして全ての作られた
ものを弟子としなさい。私が愛したように愛しなさい。聖書が伝えた
いのはこのことだけだったではないですか。付いてこい、愛せ、弟子
とせよ。聖書が重んじたことはこのことだけなんです。あなたの思い
を継承する弟子を作ってください。

「FOLLOW」
～弟子としなさい!!～　　　　　　　　　　マタイ４：１９、２８：１８～２０

③与える～与えることは、給仕なんです。

①神様と共に第一に生きる姿

②仕える姿～給仕～

FOLLOW

絶えずどうぞどうぞ

弟子づくり

なぜ神様はアダムの骨から
イブを作ったか？
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