
主　日　礼　拝主　日　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
（１１月１１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

西嵜芳栄
富岡美千男
a鈴木たかよ
西嵜真由美
永井匡史
池田優香
澤口建樹
澤口建樹
牧三貴子
淺野恵子
中山英子
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　私は人の為に料理を作ることが好きです。神
様が与えてくれた仕事だと思っています。どん
なに忙しい時があっても、その為に体を動かす
のは全然辛くありません。
　辛く感じてしまうのは、人から聞く悪い噂や
悪口などです。朝仕事の前などに聴くと、相手
には「そんなこと言ってはいけないよ」と言っ
ても、心の中で「私は相談役じゃない！」と思
う自分の心に表と裏を感じてしまう時がありま
す。精神的にくたびれて聖書を読んでいると一
つの御言葉が与えられました。

「何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感
謝をもってささげる祈りと願いによって、あな
たがたの願い事を神に知っていただきなさい。 
そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平
安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエ
スにあって守ってくれます。（ピリピ人への手
紙 4:6-7）」

　人からどんな話を聞いても、この御言葉のよ
うに相手の話も神様に祈り、私の思いも全て神
様に祈ろうと思います。

 ルカ21～ヨハネ3　水24金2

※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
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大掃除＆
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飾りつけ

堀川智壽

（ ２０１８年１０月２８日 ）
（要約者：全本　みどり）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

zeepなんば
ナイライ 聖書の脈

福澤師

未来をあかる
くする会

共観福音書について書いていきたいと思います。４福
音書のうち最初の３福音書を共観福音書と呼んでいま
す。マタイ、マルコ、ルカの各福音書には資料面の類
似点が多く、出来事の順序や文体が著しく似ているこ
とによります。マルコの９３パーセントがマタイとル
カのいずれかに、また双方に見出され、マタイの５８
パーセントとルカの４１パーセントがマルコと共通し
ています。また、ヨハネ伝は同じ出来事を描写すると
きにも、他の3つとは異なった視点やスタイルをとる
ことが多い上に、他の3つの福音書に比べて思想・神
学がより深められていると言われています。イエスを
神であると明言し、はっきり示すのはヨハネ伝のみと
違いがはっきりとしているため共観福音書には含まれ
ません。福音書の成り立ちにおいて諸説あり、なぜ３
福音書がそれほどまでよく似ているかの説明は、すべ
て同じ聖霊の霊感を受けて、また同じ事がらを目撃し
た人々やそれを伝えられた人々によって書かれている
からということになると思います。ここに神さまの意
図があるのです。その違いを感じつつ、最後ヨハネに
よる福音書に入っていきましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

岩崎祥誉
藤井サト
a丸井克己

　２日　岡本　絆
　　　　秋田美恵
　７日　近藤　楓
　９日　河島弘子
１１日　石原奈々絵

１２日　北殿雅一
　　　　淺野省吾
１４日　高橋未衣
１５日　甲藤裕子
１６日　池田優香

１９日　岩崎優輝
２０日　山本光江
２３日　佐々木結心朗
２５日　西嵜孝之
２６日　藤原柑奈　　　

２９日　牧　尉太
　　　　日名幹夫
３０日　早瀬敏郎

10 月の誕生者
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特別礼拝

中村未来牧一穂先生早瀬敏郎牧尉太

金森　清子

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

　　日　名ﾌｧﾐﾘｰ

　「その名は「不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君」
と呼ばれる。」イザヤ9：6
　このイエス様が私たちにとって一体どういうお方であり、何
を知ることができるのかということを今日の聖書の箇所から教
えて頂き４つの祈りを共にささげていきたいと思います。

　イエス様ご一行はガリラヤへ向かっておられました。この時、
「しかし、サマリヤを通って行かなければならなかった。」（４節）
と書いてあります。当時はユダヤ人はサマリヤ人を避けていま
した。ユダヤ人にとってサマリヤ人は混血の民であり偶像礼拝
もしていて関わりたくないという相手でした。しかし、イエス
様ご一行はサマリヤをあえて通ったのです。イエス様というお
方は私たちを決して避けるお方ではないということを今朝知り
ましょう。イエス様が見つめ、共に時間を過ごしたのは当時お
金持ちとか権力を持っていた人たちとか、素敵な人というより
も罪人と呼ばれるような人達でした。この時もあえてサマリヤ
を避けずに通り、井戸のそばに腰をおろして一人のサマリヤの
女性を待っておられました。同じように、どんなに自分に避け
られるべき理由があったとしてもイエス様は決して私たちを避
けません。目を背けることもしません。「不思議な助言者」と
いう言葉は英語では「ワンダフル・カウンセラー」と書かれて
います。ある脳科学者は、「カウンセラーにとって強力な能力
は助言したり知識の言葉というよりも共感することのできる能
力である」と言います。確かに情報や知識をシェアすることや
意見を言うこともできます。けれど、一緒に感じるということ
は結構難しいことです。その人が悲しんでいることをあたかも
自分のことかのように悲しむことは結構難しいことですし、も
しかしたら、その人が喜んでいることを一緒に喜ぶことはもっ
と難しいことかもしれません。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共
に喜びなさいと聖書は言いますが、人間は「他人の不幸は蜜の
味」なのです。けれど、イエス・キリストというお方はあなた
とまったく同じように悲しみを悲しむことのできるお方、共に
感じて喜んでくださるお方です。ですから、私たちは恐れるこ
となくすべてを打ち明けることができるのです。「私たちの大
祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は
犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように、
試みに合われたのです。ですから、私たちは、あわれみを受け、
また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、
大胆に恵の御座に近づこうではありませんか。」(ﾍﾌﾞﾙ4:15-16)

　共感するということだったら人間頑張ればできる人もいるか
もしれません。しかし、聞いて終わるだけでは本当の解決には
なりません。イエス様は共に感じ、泣き、笑い…それで終わる
お方ではありません。そこから救い出すことのできる力あるお
方です。サマリヤの女性は正午頃に水を汲みに来ました。当時
は人々が水を汲みに来る時間は朝か夕でした。つまり、サマリ
ヤの女性は人との接触を避けていたのです。イエス様は女性と
の対話の中で彼女が生きるために求めてきた水から段々と霊的
ないのちの水へと話しをシフトチェンジしていきました。そし
て、女性がイエス様の言われる水をくださいと求めた時、突然
「あなたの夫をここに呼んできなさい。」と話しを変えました。
なぜなら彼女の暗闇がそこにあったからです。イエス様はただ
励まして終わるだけではなく、この女性の根本的な暗闇に光を
当てるために待っておられたのです。愛を求めて５回も結婚し
た女性は、どれほどの悲しみ、後悔、怒り、妬み…があったでしょ
うか。そして、町の中でも後ろ指をさされていたため人々との
接触を避けて水を汲みに来る生活だったのだと想像できます。
女性として決して触れられたくないその暗闇にイエス様は突然
スポットライトを当てられたのです。イエス・キリストは私た
ちのすべてを知って、本当に変えられなければならない部分、
本当に解決されなければならない問題、本当に癒されなければ
ならない問題を直視し、そこに救いの御手を差し伸べてくださ
る力あるお方です。イエス様に希望があるのです。私たちには
もしかしたら喜んでイエス様を迎え入れられる心の部屋もあれ
ば、掃除するまで待ってくださいとイエス様を迎え入れること
を拒み続けている心の部屋があるかもしれません。けれど、イ
エス様は「その部屋を掃除するのはあなたではなく私だ。だか
ら私は十字架にかかったんだよ。私をその部屋に入れてくれな
いか。」と優しく語りかけてくださっています。私たちのする
ことは、「イエス様、私の心の部屋に来てください。」とお迎え

することです。イエス様だけが力ある救うことができるお方で
す。

　どんなことがあっても私を愛し守ってくれる存在。それが父
という存在です。サマリヤの女性は自分のすべてを知っている
のにそれでも命の水を与えるから道であり真理であり命である
私をただ信じなさいと決して自分をあきらめなかったイエス様
の愛に触れました。神様はどんなことがあっても変わらない父
です。たとえ私たちの神様に対する情熱が消えてしまった時で
さえ、神様の私たちに対する情熱は決して変わることなく注が
れているのです。この愛に気づく時にサマリヤの女性のように
私たちも立ち上がることができます。

　根本的な癒しと解決がイエス・キリストにあるということは
わかったサマリヤの女性でしたが、エルサレムでなければ礼拝
してはいけないというユダヤ人の言葉、かつての神殿は廃墟と
なっている現実からどこで礼拝したら良いのかわからない…と
礼拝できない理由を並べます。これは神様との関わりは今の自
分にはできないという全うな理由を並べているのです。私たち
も同じように礼拝できない正当な理由をいつももっています。
この教会じゃ祈れない、このメッセージでは恵まれない、この
環境が、時間が許さない… etc。けれどイエス様は「目の前に
いるわたしがメシアだ。わたしがそれだ。」とサマリヤの女性
に言ったように私たちにも語っています。礼拝とは生ける神と
の交わりです。交わりの中に癒し・回復・救いがあります。そ
して「霊によって礼拝する」とは、自分の聖書の知識とか良い
行いとか上手な歌とか素晴らしい祈りとか献金の額とか礼拝っ
ぽい照明・音楽…といったようなものに依存するものではあり
ません。イエスを主と信じる私たちには主の霊が豊かに注がれ
ているのです。この霊が私たちを礼拝に導くのです。この霊が
私たちを励まし、慰め、前進させ、大胆に今日も神の御座に真
心から出ることをゆるしているのです。「権力によらず、能力
によらず、わたしの霊によって。」（ｾﾞｶﾘﾔ4：6）「聖霊によるの
でなければ、だれも「イエスは主です」と言うことはできません。
（Ⅰｺﾘﾝﾄ12：３）「『神は言われる。終わりの日に、わたしの霊
をすべての人に注ぐ。すると、あなたがたの息子や娘は預言し、
青年は幻を見、老人は夢を見る…』」（使徒 2：17）　だからこ
そ子どもから大人まで神の霊によって礼拝ができるのです。ど
んなにイエス様のことを頭でわかっていなくてもイエスを主と
信じる者には主の霊が注がれているのです。だからこそ、私た
ちにはいつも礼拝できる理由があるのです。「真によって礼拝
する」とは何でしょうか。真・真理といったらイエス様であり、
みことばです。そしてもう一つは私たちの素直な気持ちです。
きれいに見せた上手な言葉でなく素直な言葉でいいのです。素
直な気持ちを神様に向けていくことができるのです。愚痴や悪
口なら神様に言いましょう。教会から陰口、悪口を追い出して
いきましょう。全部神様は受け止めて下さいます。そして、素
直な心をイエス様が造り変えて下さるのです。敵を愛する心は
私たちの努力からは出て来ません。素直な祈りをささげていき
ましょう。そんな豊かな交わりを回復させて下さったのがイエ
ス様の十字架のみわざです。イエス様の十字架によってそんな
生きた純粋な素直な取り繕わない自然体な神様との会話がいつ
でもどこでもゆるされているのです。

「４つの祈り」
ヨハネ４：３－２６

祈り④…わたしと神との関係を回復させた
平和の君を通して素直な礼拝をささげます

イエス様の呼び名…

祈り①…わたしと共感してくださる
不思議な助言者にすべてを打ち明けます

祈り②…わたしを救うことができる
力ある神を、すべての心の部屋に迎えます。

祈り③…わたしの最低、最悪、最弱な姿を
知っている永遠の父に、私は愛されています。

イエス様と出会う時人は変えられる…

人との接触を避けていたサマリヤのこの女性が生活の手段で
ある水がめさえ置き忘れて走って行って、町中の人々に主を
証しし始めたのです。イエス様と出会う時に人は変えられる
のです。そして、町の人々はこの女性の言葉によってイエス・
キリストを信じたと書いてあるのです。私たちの言葉によっ
て周りは変えられていくのです。それは立派で雄弁な言葉で
はありません。イエス様と出会ったこの事実が私たちを福音
の伝達者にしていくのです。イエス様と出会うなら癒され、
解放され、救われ、私たちの言葉が恵みによって用いられ家
族が、職場が、学校が変えられ、この国さえも変えられてい
きます。そんな力ある御業を主は起こすことができます。　

人との接触を避けていたサマリヤのこの女性が生活の手段で
ある水がめさえ置き忘れて走って行って、町中の人々に主を
証しし始めたのです。イエス様と出会う時に人は変えられる
のです。そして、町の人々はこの女性の言葉によってイエス・
キリストを信じたと書いてあるのです。私たちの言葉によっ
て周りは変えられていくのです。それは立派で雄弁な言葉で
はありません。イエス様と出会ったこの事実が私たちを福音
の伝達者にしていくのです。イエス様と出会うなら癒され、
解放され、救われ、私たちの言葉が恵みによって用いられ家
族が、職場が、学校が変えられ、この国さえも変えられてい
きます。そんな力ある御業を主は起こすことができます。　
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