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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
（３月３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

行司伝道師

西嵜芳栄
藤原友規子
a西山秀平
辻総一郎
澤口建樹
佐々木芽生
秦泉寺朗子
唯恵伝道師
小根久保麻
日名　洋
富岡美千男
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　去年から我が家では、家庭菜園を始めました。きゅうり、
ミニトマト、ピーマン、バジル、ズッキーニを育てました。
この野菜たちを育てる過程で神様を感じたお話しです。
きゅうり、ミニトマト、バジル、ピーマンは、なにも問題
なく育ち収穫ができました。しかし、ズッキーニは花が咲
きますが、受粉せず実になりませんでした。気温が段々と
下がり、もうズッキーニのできるような気温でないころに
隣に植えてあったきゅうりやピーマンたちの茎や葉っぱに
虫がついて枯れていきました。その枯れた茎や葉っぱに蟻
たちが群がっていました。その数日後、なんとあのズッキー
ニに実がなっていました。喜びのあまり妻に『ズッキーニ
ができた！！』と叫びました。すると妻が「以前、人口的
に受粉したときはできなかったのに蟻や虫たちが受粉して
くれたんだね。ズッキーニはいつも花を一生懸命咲かせて
その時を待っていた。ズッキーニはただ信じて待っていた
んだね」と言いました。私は神様を近くに感じました。厳
しい状況に置かれると私は諦めて、自分の力でなんとかし
ようとしてしまいがちです。しかし、ズッキーニを通して、
どんなときも神様を信じ、創造主である方にすべてを委ね
たとき、神様が私達の想像を超えた奇跡的な働きをなされ
るのだと感じました。

「主をほめたたえよ。すべてを造られたものたちよ。
主の治められるすべての所で。わがたましいよ。主をほめ
たたえよ。」詩篇103:22

 ピリ４～Ⅰテサ2　水３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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（ ２０１９年２月１７日 ）
（要約者：富岡　牧）

スモールファミリー

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

今週はピリピ人への手紙についてみていきたいと
思います。この手紙はパウロが獄中にいた時でし
た。しかしどこの牢獄であったかは、本文からは
理解できません。伝統的には、60年代初めのロー
マとされています。この書の目的として挙げられ
るのは、パウロを取り巻く様子を知らせ、ピリピ
教会を励まし、間違った教えについて注意を促す
ことにあります。それは幾つかのキーワードから
も知ることが出来ます。まず「喜び」「喜ぶ」とい
う言葉、「あずかる」とか「交わり」などと訳され
る言葉、更に、「思う」「考える」などと訳される
言葉です。このことからパウロ書簡中、個人あて
に書かれたものを除き、最も人情味あふれる書簡
ともいわれています。パウロと、彼が開拓したピ
リピ教会の兄弟姉妹との温かい交流を感じること
が出来ます。3章において厳しい口調で語られる
内容にしても、ピリピの兄弟姉妹に直接向けられ
ているというよりも、むしろ間違った教えをもた
らす者たちに向けられているのであり、忍び寄る
危険に必死になって警告を発するパウロの親心を
感じながら読み進めていきましょう。

有賀喜一　牧師
牧　唯恵　伝道師

平澤一浩
西嵜達也
a佐々木亜弥

　３日　牧李香
　　　　魚森克樹
　４日　大澤正嗣
　６日　佐々木芽生
　７日　顔　晴恵

　７日　亀澤侑美
　８日　藤澤玲子
１２日　三村伸行
１３日　全本みどり
　　　　小根久保伸彦

１４日　加藤優子
１５日　佐々木亜弥
１６日　西嵜芳栄
１９日　那須澄雄
２１日　太田幸子

２１日　永井比和子
２２日　舛田幸恵
２３日　山本麻美
２４日　藤原大靖
２５日　藤原祐子

２６日　小原愛子
２９日　山本信子

２月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

23

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~
ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室16：3033 ~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~
22

早天祈祷会6：0000 ~

舛田幸恵

21
19：3033 ~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

太田幸子
永井比和子

20
早天祈祷会6：0000 ~

19
ぼやき会15：0000 ~

那須澄雄

1817

聖餐礼拝

山本麻美山本麻美舛田幸恵太田幸子那須澄雄

スモールファミリー

岡本　英樹

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。

　あなたは礼拝のメッセージをどこで聞いていますか？耳から知
識、意識、感情を通すなら、フィルターがかかり神様からの本当
のメッセージを受け取ることはできません。真実の恵みから少し
でもずれていたら意味がありません。形ではなく心を見られる神
様の前で、ネヘミヤのように本当に心が伴っているかを回復して
いきましょう。
　（【ネヘミヤ１１：１～３】までの話のあらすじ）
ヨセフは奴隷として売られましたが、国王の次の立場にまでなり
ました。そのおかげでイスラエルの民はおびただしい数となって
いきました。何代か後のエジプトの王様はその脅威をみて、民に
奴隷としての苦役を課していきます。民の救いを示されたモーセ
は民を率いて出エジプトしていきます。民は目の前の状況が悪く
なると荒野で奴隷だった昔の時に戻りたいと、不平不満をぶつけ
モーセを疑っていきます。肉の欲がむしばんでいき、民は文句ば
かりでした。しかし神様はそれでも愛して導き、カナの地に入っ
ていきます。士師がリーダーとして民を導いていきましたが、民
の心は自分たちの王が欲しいと、不満を言い、サウルが王となり
ましたが大失敗に終わります。次にダビデが王になり、その後ソ
ロモンが王になり、愛する国の中で戦争を起こし国が南と北に分
断します。一つは滅び、一つは他の敵国に占領されます。争いは
何年も繰り返されますが、それでも神様は民を愛し続けました。
そのおかげでイスラエルの町は立ちましたが、城壁が崩されてし
まっていたので外から猛獣が安易に入ってきては死人がで、地は
荒れ果てていました。そんな中、ネヘミヤはもう一度自分の国に
城壁を再建し、人が住み神を待つ国を造りたいと願いました。志
が与えられたネヘミヤは、何か月もただ祈り待ちました。いたず
らに動き回りませんでした。祈り備えたのです。暗い顔をしたネ
ヘミヤを見た王様は心配しました。なぜなら、ネヘミヤは奴隷と
いう立場でありながらも愛されていたからです。ネヘミヤは志を
話し、説得した結果、王様から神殿が再建される為の必要なもの
が全て与えられ祝福のうちに送り出されたです。即座に再建され
ていきました。仲間や外部からたくさんの攻撃に遭いましたが、
ネヘミヤは感情的にならずいつも神様を求めました。ネヘミヤ、
ヨセフ、ダビデを通して聖書が伝えていることは、どんなリーダー
であっても忠実に、愛して祈り、リーダーが祝福されて正しい決
断ができるように祈らなければなりません。聖書に「神によらな
い権威はなく、」ローマ 13:1 と書かれているからです。間違っ
ていてもリーダーを裁いてはいけません。目に見える王を立てて
ほしいと願ったのは、民＝私達です。裁くのは簡単です。私達は
リーダーの為に祈るのが仕事です。ネヘミヤは、再建中、敵の間
違った情報により、王様に背いていると勘違いをされます。そん
な中でも変わらず忠実に仕え、５２日間で神殿を再建しました。
　イスラエルの民は問題に陥ったことを人のせいにしていきまし
た。６年間耕して、７年目は畑を休むようにといわれていたのに、
まして耕した６年目には倍収穫させてもらったのにもかかわら
ず、７年目も休ませず植えました。従わなかった為、連作障害が
起こり、荒れ果てた結果７０年間土地を休ませなくてはならなく
なりました。このように人の欲は人生を駄目にします。神様から
与えられている欲をコントロールできなくなる時、飢饉に遭いま
す。「罪は戸口で待ち伏せして恋い慕っている。だが、あなたは、
それを治めるべきである」創世記 4:7「欲がはらむと罪を生み、
罪が熟すると死を生みます」ヤコブ1:15
　私達は欲を認めコントロールしなくてはいけません。なぜなら
そこから人生を蝕まれていくからです。満たされないと怒ってし
まう事はないでしょうか？あなたの目は「ふしあな」になってい
ませんか？全体を見ることができるときに屈辱も、侮辱も私たち
の人生を築く大切な土台となります。問題、苦しみがあった時、
周りのせいだけではなく、自分のせいだけではなく、両方みない
といけません。ネヘミヤは、司（リーダー）たちを選び、くじび
きにより町とその外に住まわせることでした。人間の配慮が入ら
ないようにくじ引きで決められました。
聖書には町に住むように選ばれた司も、外に住むことになった司
も名前が記されています。選ばれるときには神様の時があります。

　当時、エルサレムの中に住むことはとても危険でした。なぜな
ら外敵から守る城壁が崩されてしまっている為、内側に獣や盗賊
が簡単に入り込めるような、とても人が住めるような状況ではあ
りませんでした。しかしネヘミヤは民の司（リーダー）たちを、

エルサレムに住ませていました。司たちがネヘミヤの言うこと
を聞いてそうしていたのは、ネヘミヤが司たちからも尊敬され、
愛されていたことがわかります。王からも、敵国の王からも、
民からも、司からも愛されていた人物でした。なぜならネヘミ
ヤはどんな時も進んで率先し自らが行い、何よりその中心が愛
だったからです。リーダーとは自らそこに立たなければなりま
せん。私達が良いサイクルに入るためにまず自分の内側を見極
めることが必要です。外側ばかりではいけないのです。そして
自分の役割を担うためには、屈辱や侮辱に屈することなく、自
らが進んで仕えなければなりません。そのために、絶えず神様
に祈り自分の内側を聖めていただきましょう。

　リビングライフに「１％も許してはならないもの」という詩
がありました。神様に自分の心を縛っているものを訊ねたとこ
ろ、１％の自分の思うようにしたい欲望を示され、したいよう
にできる１％をもとめることはイエスが私の主であることを拒
むことであり、自分が主人になろうとしていたことを聖霊様に
よって示された。人間には自我と主イエスによって生きようと
する魂の渇望があり、後者で生きていくときに本当の喜びが得
られる。その代価として、私達は主を２４時間慕い求め、従い、
自分の御心を主の御心に合わせていくことである。その時、可
能になる。また、全く従うことが出来るためには、徹底した祈
りである。（掲載の詩を要約）
　１％にでも思い通りにしたいという思いが危険なのは、思い
通りにならないと相手を殺してしますからです。欲というのは
底知れぬ罪の縄目です。欲はがん細胞のようにひろがっていき、
人間はそのひろがりを制することはできません。この欲の為に、
私達は多くの物を失っていくのです。自分の思うようにならな
い時、イライラしたり怒ったりしてないですか？これが１％も
許してはいけない事なのです。自分の欲をコントロールしなく
てはいけません。そして、私達の “納得” も必要ありません。
なぜなら私達が見える領域は限られているからです。これが私
達の「ふしあな」で、神様の方法は、私たちの方法とはたえず
違うのです。イエス・キリストを身ごもったマリヤも、夫のヨ
セフに起こった出来事も、納得とはかけ離れた出来事でした。
しかしそれを信じた時に祝福があり、私達の働けない領域でな
される事こそが神様の奇跡なのです。主が共に生きておられる
ことがわかり、そこに神様の計画が成し遂げられるのです。納
得は不要です。信じていくときに、必ず失望させられることは
ありません。イエスは彼女に言われた。「もしあなたが信じるな
ら、あなたは神の栄光を見る、とわたしは言ったではありませ
んか。」ヨハネ11:4

　
　嫌なことをやらないといけない時がありますが、消極的にな
らないでください。「すると民は、自分から進んでエルサレムに
住もうとする人々をみな、祝福した。」ネヘミヤ11:2
エルサレムの中に住むよう選ばれた１％民と、選ばれなかった
民がいました。選挙に落ちたも同然です。選ばれなかった民の
思いはどうだったでしょうか？しかし民は、思いにとらわれる
ことなく選ばれた人々を祝福したのです。その結果、聖書には
選ばれなかった民も、名前が書き記されています。ネヘミヤが
なぜそのようにしたのかというと、１％の民が中に住み、その
他の民が外に住み、中を攻め入られても全滅するのではなく、
エルサレムの民が守られるようにしたのです。それぞれが役割
を行ったのです。教会の中で消極と比較は悪です。友によって
研がれお互いが確かな刃物になっていくのです。「鉄は鉄によっ
てとがれ、人はその友によってとがれる。」箴言 27:17「神のこ
とばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましい
と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな
考えやはかりごとを判別することができます。」へブル4:12
　私達が良いサイクルに向かおうとすると必ず私達の罪をつつ
き、悪いサイクルの方に行かせようとする者がどこかに潜んで
います。惑わされないで、良いサイクルを生み出していきましょ
う。私達が良いサイクルの模範になっていきましょう！

「良いサイクルの模範に」
～進んで生きる内面の変化～　　　　　　　　　ネヘミヤ11：1～3

①　内側を保たない

②　自分の思うように！！

③　消極と比較！！

10 11 12 13 14 15

9

16
ぼやき会15：0000 ~ 早天祈祷会6：0000 ~ 早天祈祷会6：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

日名洋
穐田靖江

8
早天祈祷会6：0000 ~

河島稜

7

淺野祐稀
安田尚正

6
早天祈祷会6：0000 ~

5
ぼやき会15：0000 ~

43

淺野恵子

船越宣子
鈴木美江子

田村美穂子 佐藤多美子
赤松ひとみ

9988776655443

黙示録　福澤師


