
新　年　礼　拝新　年　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
（１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

牧唯恵伝道師

全本みどり
佐々木芽生
a岡本享子
平澤　瞳
永井匡史
酒井美津子
佐々木亜弥
加藤優子
牧三貴子
岡本英樹
大田幸子
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　この数ヶ月間、目の前のことに捕らわれて良くならない現状に
比較の思いや劣等感で苦しむチャンになっていました。お祈りも
中途半端でした。素直に弱さを認めて神様の慰めが欲しいのに、
現状から逃げたくなっていました。頭では分かっていてもどうし
ようもなくて、神様に祈ればいいのに、マイナスな言葉しか出て
こなくて 落ちこぼれのクリスチャンだと自分でジャッジしていま
した。その様な私に、神様は諦めず忍耐強く待って下さいました。
教会の家族が寄り添い、祈って下さいました。それまで中途半端
にしか重荷を降ろせず手放し切れなかったのですが、神様の前に
全てを委ねて降ろすことが出来ました。その間「主は良いお方」
と「告げよ主に」が心の中にずっと流れていました。神様が私の
涙を拭って下さり、本当に感謝しています。

聖歌423「告げよ主に」4番
　告げよ主に　告げよ今 　慰めは主にあり　
　力ある御手を伸べ　主は支えん　汝が身を
　主のもとに降ろせ汝が　重き荷の全てを
　御恵みに富める主は　取り給わん残らず

新しい年が始まりました。この１年が感謝と喜びに満ち溢れ、主
と共に歩んでいきたいと思います。

詩篇103：1～5
わがたましいよ。主をほめたたえよ。私のうちにあるすべてのも
のよ。聖なる御名をほめたたえよ。わがたましいよ。主をほめた
たえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は、
あなたのすべての咎を赦し、あなたのすべての病をいやし、あな
たのいのちを穴から贖い、あなたに、恵みとあわれみとの冠をか
ぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さは、
わしのように、新しくなる。

 ロマ12～Ⅰコリ2　水15金1

※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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新年礼拝

クリスマスマルクト
in　薗小学校
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ゴスペルコンサート
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新年礼拝

古谷裕美古谷裕美

（ ２０１８年１２月３０日 ）
（要約者：辻　総一郎）

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

ローマが終り、コリントに入ります。コリントは、
中部ギリシヤとペロポネソス半島をつなぐ位置に
あり、ギリシヤ半島内の交通の要衝となっていま
す。更に地中海の東西の交易品の集散地でもあり
ました。歴史を見るとコリントの町は 1度、前
146年にローマによって破壊されたが、前 44年に
ローマの植民都市として再建され、パウロの時代
に至るまで土地柄の利点を背景に経済的繁栄をし
ました。その繁栄と共に、風紀の乱れでも有名な
地域となりました。ガリオがアカヤの地方総督で
あった頃、パウロはコリントで最初に福音を宣べ
伝え、コリント教会が誕生しました。最初の伝道
は 1年半に及びました（使徒 18：11）その後、彼
はアンテオケ教会へと戻り、そこでしばらく過し
ましたが、また，出発して第 3次伝道旅行を開始
した（同 18：23）。この旅行で彼はエペソに来て、
2年 3か月にわたって福音を伝えていました。（同
18：23、19：8、10）。Ⅰコリントが執筆されたのは、
このエペソにおいてでありました。（Ⅰコリ 16：
8）このような経過を考えると，Ⅰコリントの執筆
は 55年前後だと思われています。使徒の働きを読
み返しながら、コリントの状況を感じながら読み
進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

牧　唯恵　伝道師
高橋奈津江
a永井比和子

　１日　小根久保ゆう太
　３日　近藤昭恵
　４日　森脇遼太
　５日　牧　結果子
　　　　西嵜一喜

　６日　古谷裕美
　９日　金森郁子
１０日　小林博子
１２日　三村路子
１４日　吉岡里英

１６日　田中順子
１７日　小原豊仁
１９日　高杉昌己
２０日　眞砂　仰
２１日　淺野主眞

２３日　平澤　瞳
２４日　朽木佑太
２５日　佐々木佳子
　　　　鈴木たかよ
３０日　大谷理恵

３０日　岩本嘉津代

1 月の誕生者
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14 時～

クリスマスマルクト
in　薗小学校

クリスマス礼拝 kiki さん
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上田仁

小根久保ゆう太 近藤昭恵

山本洋子

森脇遼太日名陽子 牧結果子
西嵜一喜
牧結果子森脇遼太近藤昭恵小根久保ゆう太日名陽子

誕生者のお祝い

楢村　明子

餅つき大会

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。

　
　去年よりも今年がどうであったかと言うのが信仰
の歩みです。今年もふるさと創生プロジェクトの農
業体験を行いました。この農業体験を大切にしてい
る理由は、種蒔きと刈り取りの法則を基に神様がど
の様に人生のプログラムを組まれたか学ぶために
行っています。聖書の時代では、何度も失敗し、籾
一つすらまともに育たない中、神様は「涙とともに
蒔き喜び叫びながら刈り取る」プロセスを教えられ
ました。年に一度収穫感謝の時をもちますが、当時
は命がけのストーリーでした。もしその実を刈り取
れなかったら生きる事が出来ない、種をまきその実
を得るという行為は命でした。私達は対価を払って
食べることで、それを学ぶ事が出来なくなったので
人生を通して学ばせようとされています。種を蒔い
て刈り取るまでの一年のプロセスを見て私たちはき
ちんと学べているでしょうか？私達はその時その時
に起きた出来事の中で自分がどう決断しているかを
もう一度考えなければいけません。神様が与えてく
れた恵みの中で最善を選べていたでしょうか？

　
　あなたが食べても飲んでも、寝ても起きても、苦
しみ痛みでさえも、あなたがそこに道を進める時イ
エス様の姿が現わされると聖書は言っています。ク
リスチャンはどんな境遇の中にいても良いし、苦し
みが起こった時に笑っています。私たちは安全でも
安心でもなく、平安を求めています。どんなことが
起こっても、解決を与えて下さいます。解決にとど
まらず、教育と訓練と成長と将来への祝福と恵みま
で与えて下さいます。平安とはのりこえる道であり、
神様が私たちに与えたいのは平安です。神様の前に
私達が願うことは、どんな境遇の中にあっても神様
がしようとしておられる恵みを見る事が出来る奇跡
です。それを体験することで私たちが変わった証拠
となります。

２章１節～４節
　良い行いに歩む事が出来るのは私達が努力によっ
て行うことではなく、それを恵みだと知った者がそ
れを行う事が出来ます。自らがしようとして行うと
できず、自信をもってやっていても覆されます。やっ
ていたつもりがズレていて、周りには出来ているよ
うに見えず、自分自身が分かっていないだけという
事があります。悪しきものがいるのであれば、「私は
豊かだ！満たされている！」と思わせておいて、現
実はそうでなくなるように仕向けているわけです。
２章５節～７節
　神様を信じた私たちは、自分が努力してしようと
しない為強くなります。努力しないためには、どう
すれば良いか聞かなければいけません。そして、そ
の時に大事なことは恵みであると知っているかどう
かです。
２章８節～１０節
　クリスチャン全ての人がイエス・キリストのよう
に生きるものだと宣言したのであればクリスチャン
ひとりひとりは全ての事にあきらめずに向き合わな

ければいけません。隣で私達の人生を狂わすような
ことをするような人がいても、神様があなたを諦め
ない様にあなたも諦めてはいけません。

　ｓｉｎ＝Ｓ極とＮ極の間に自分（Ｉ）がいるとア
メリカの先生がメッセージされているのを聞いたこ
とがあります。この言語がそのように成り立ったか
はわかりませんが、確かにそうだと感じさせられま
す。間に自分があることが問題であり、自分が中心
になっているから道を外してしまいます。一年を振
り返ってみて、中心が自分になってはいなかったで
しょうか？来年は中心に神を置く人生を一緒に歩み
ましょう。そうすれば自由になります。罪からくる
報酬は死です。「私がやっているのに、周りはこう
だ！」「私がこう思うのに、あの人はこう言った」等「私
が」となった時点で私が中心となっています。「私が」
を捨てなければなりません。『私はキリストとともに
十字架につけられました。もはや私が生きているの
ではなく、キリストが私のうちに生きておられるの
です。いま私が肉にあって生きているのは、私を愛
し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信
じる信仰によっているのです。（ガラテヤ人への手紙
2:20）』

　「命を得ようとする者はそれを失い、それを失うも
のは得る」と聖書は言っています。死んだら終わり
というのが悪魔が与えたこの世の法則ですが、神様
は死ぬと生きると言っています。死んでも生きる人
生を歩む為、恵みに感謝しましょう。

　詩篇の１１９編には恵みを分かち合うことがどれ
だけ大事な事かが書かれています。私達も、私達の
人生の中でどん底の出来事が起こります。苦しみの
中から、神様があなたに与えて下さった恵みを、苦
しみの中にいる人達に伝えるのがクリスマスです。
ヨセフはどん底でした。自分の許嫁が子どもを身ご
もり死罪にあたるような出来事が起こりました。し
かし、そのような出来事の中で神様に「彼女の中に
宿っているのは神のことばである」と聞いたわけで
す。イエスキリストの受胎告知は、ヨセフにとって
愛する者を失うという受難でした。受難は受胎であ
りその受胎は悪しきものがアダムとイブの時代に与
えた呪いの種でしたが神様はそれによってイエスキ
リストという救いをもたらしました。神の言葉に「ハ
レルヤ」「アーメン」と従う言葉を用意しましょう。
自分に死ねないと、起きている現実に目がいくため
神の言葉はあなたの人生を変える事が出来ないもの
になります。この一年に感謝する事、あなたが神の
声を聞いて、それが恵みであると知って生きる事、
その事を共に分かち合っていきましょう。

「神の智恵」
～知ることから智ることへ～　　　ヨハネ1:14～16、コロサイ1:6～12

エペソ人への手紙２：１～１０

①罪ｓｉｎからの解放

種蒔きと刈り取りの法則

神の恵み～生きるのはキリスト～
ヨハネの福音書１：１４～１６

③恵みの分かち合い、御言葉に御声に従う

②恵みへ感謝
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黙示録　福澤師


