
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
（１０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

平澤一浩

日名　洋
大宮東子
a西嵜真由美
加藤優子
佐々木亜弥
藤原友規子
山本麻美
澤口建樹
眞砂香和
岩崎祥誉
西嵜芳栄
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先日の日曜日、子どもの学校の運動会がありました。
淳平は応援団長に選ばれました。喜ばしいことだけど、
職業柄なぜ淳平が選ばれたんだろうとずっと考えていま
した。格別大きな声が出せる訳ではないし、グイグイ引っ
張っていくタイプでもない…淳平は、応援団長タイプで
はないからです。でも、神様が導いてくださったことだ
から、必ず意味があると思いました。練習を繰り返す
日々、淳平の声は高く、癒し系のトーンです。低い声を
出すように言われて、努力するけどがんばればがんばる
程裏返る声。学校で練習中に何度も笑われたようです。
そんな淳平を支えてくれたのは、共に考え共に練習して
くれた仲間だったようです。
｢その声は個性だから気にしなくていいよ。｣という友達
の声に励まされ、先生方からもたくさんフォローしても
らったようです。淳平はこの経験を通して、｢１人では何
もできない｣ということを学んだのかな、と思います。
そして、必ず助けてくれる存在がいることを感じたと思
います。それは、友達であり先生であり神様であったと
思います。声は生まれつきの声で変わらなかったけど、
何回も笑われてもめげずにがんばる強さを与えていただ
き、周りの人への感謝を教えていただいたと思います。
そして、誰かを支えることの大切さを知ったようです。
次は誰かを支える人になりたいようです。
ローマ12章 5節
｢喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい｣

民２５～３１ 水２８金３０

※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９月２９日 ）
（要約者：淺野　恵子）

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

民数記も後半に入ってきました。カナンの地への定住に備えて動いて
いる様が描かれています。まずは、2回目の人口調査になります。神
より命じられたミデヤン人への報復攻撃を仕掛ける前に、カナン進入
への備えとして、モアブ平原において、神からモーセに対して第 2
回目の人口調査が命じられました。これは、シナイ出発に際してなさ
れた第 1回目の調査（1 - 2 章）とは別になります。約 40年の時の
経過と様々の出来事によって、再度調査が必要となりました。将来お
こりうる戦いに備えるための正確な兵士数の把握と同時に、カナンの
土地配分のことも考えられています。そしてカナンの地に入るための
新しいリーダーとしてヨシュアがたてられていきます。現在はヨルダ
ン領となっているネボ山の頂上に立つと、日中ならガリラヤ湖の水面
に反射する光が見え、夜にはエルサレムの街の灯が肉眼でも見えると
言われていますが、渡って行くことは神の許されませんでした。その
おもな理由は、ツィンの荒野において神の絶対的な聖さを示せなかっ
たモーセの不信仰にあると説明されています。モーセの後継者に任命
された時には、70歳くらいであったと推測されています。モーセは「自
分の手を彼の上に置いて」任命式をとり行っています。その後に、レ
ビ記に述べられる様々の祭儀規定への追加あるいは付加説明として、
定めが記されています。究極のいけにえとしてほふられたキリストへ
の信仰によって救われた今日のクリスチャンは、これらの祭儀規定に
よって信仰生活を守っているのではありませんが、旧約の規定を学ぶ
ことによって、神の聖さ、神への献身などを深く理解することができ
ます。神が最も喜ばれるのは、私たち自身の生活において「聖い、生
きた供え物」としていくことであるとも言えます。ローマ書を味わい
ながら、通読を進めていきましょう。

牧　一穂　牧師
岩崎　祥誉

平澤　一浩
西嵜　達也
a藤原　祐子

　２日　岡本　絆
　５日　中野菜穂子
　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
１６日　池田優香

１９日　岩崎優輝
２３日　佐々木結心郎
２５日　西嵜孝之
２６日　藤原柑奈

２７日　李銀敬
２９日　牧尉太
　　　　日名幹雄
　　　　明石和也

３０日　渡辺和香子

10 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

22

29

23

30

24

10/1

25

2

26

3

27

4

28

5

ぼやき会15：0000 ~

ぼやき会15：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~
県北祈祷会20：0000 ~

19：3033 ~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ早天祈祷会6：0000 ~

敬老のお祝い
14時＆18 時
ざわめき集会

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

永井千愛

岡本絆

西嵜達也

中野菜穂子泉水京子 中野菜穂子岡本絆泉水京子

スモールファミリー

誕生者のお祝い

山本　洋子

農業体験

ユースキャンプ　in 教会

ワトト　岡山滞在　10月 14 日（月）～ 23日（水）まで

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。

 １節では，パウロが，ユダヤ人の救いと異邦人の救いのタイ
ムラグについて，自分がどんな状況で生きているかと言うこ
とを，ベニヤミン族の出身であるということで説明をしてい
ます。
　２節～４節では，エリアがどういう生き方をしたかという
ことが出てきます。神様はご自分の民（イスラエルの民）を
退けたのではなくて，今その時を，別の計画のために待って
いるということを伝えたくてこのようなことが書かれていま
す。確かにイスラエルは，たくさんの人が一度に救われたわ
けではありません。エリアは，バアルとアシュラの大量の預
言者を目の前に，一人で戦ったのです。彼は落ち込みました。
強い権力をもつ王妃アーブにも命を狙われ，エリアは遠くま
で逃げエニシダの木の中で隠れていました。そこで彼は死に
たい，こんなに頑張っているのに，私だけが残されましたと
叫びました。しかし神様は，バアルにひざをかがめてはいけ
ない。男子七千人を残してあるとお答えになりました。これ
は，パウロや当時イエス様を信じようとしたユダヤ人に対し
て，また自分たちがユダヤ人達は神様を見捨てて自分たちが
救われたという異邦人に対して，パウロが伝えたかったメッ
セージです。パウロは１２人の兄弟がいましたが，兄弟の中
で唯一イスラエルで生まれました。そして自分は生粋のユダ
ヤ人であって，特に愛されたベニヤミンの子孫である。神様
がユダヤ人を見捨てたわけではないので，私もユダヤ人を見
捨てていないが，異邦人に仕えているということを伝えてい
ます。
　５節では，ユダヤ人全員が救われるわけではないが，七千
人選ばれて残された者がいると説明をしています。ご自分の
民を退けてしまわれたのではないというのは，イスラエルの
人のことを言っています。
１０節に出てくる「倒れる」の意味は，「二度と起き上がれ
ない」です。ここでは，「私たちはつまずいて倒れかけるが，
ひどい倒れ方で終わらない」という御言葉に対する反対の
メッセージを言っています。彼らはもう倒れて起き上がれな
いのでしょうか。
　彼らがどうやって救われるかというと，私たちが神様に愛
されるのを見て，彼らを妬ましくさせて，その中から救われ
る人が起こるようにさせています。創世記から世の終わりの
神の計画は，ねたみによって完成されるのです。マタイ２４
章に書かれていることが起こり，地震に天災に，地球が自ら
を保てない状態になり，人が作った物で地球は滅びようとし
ています。そのときに神の永遠の計画成し遂げられます。だ
からこそ、私達は祝福さればならなりません。その理由が１
１章に書かれています。ユダヤ人にとって私たちがクリス
チャンであることは，妬みなのです。彼らは，私たちがクリ
スチャンのように祝福されなければよいのです。だから１１
章は今教会時代である私たちにどうあるべきかを語っていま
す。
　１２節で書かれている「彼らの違反が世界の富になった」
というのは，異邦人は救われる予定でないのに救われたから
です。しかし神様は旧約聖書の創世記の時代から，この計画
を建てておられたことがここから分かります。彼らの違反や
失敗がどんなにすばらしいものをもたらすかをパウロが２千
年前にあなたに遺言として残しています。パウロは，自分が
ユダヤ人の中でも神からとことん愛されたユダヤ人で，そん
な自分があなたがたのために愛をもって宣教する１つの理由
は，あなた方が神を信じて祝福されることを通して，彼らが
妬みをもって救われることを願っていると言っています。
１７節で出てくる「台木の枝」とは，ユダヤ人のことです。

接ぎ木とはたいてい悪い幹によい幹を接ぐのですが，御言葉
は逆で，よい木に悪い枝をつないだと言っています。それが
あなたです。神様というすばらしい木に悪い枝をつないで，
悪い実を実らせた。しかしキリストの十字架でよい実が実る
奇跡が起きるのです。キリストの十字架が接ぎ木に奇跡をも
たらせて実がなると下に落ちていた枝達（神様の恵みを受け
ないで離れたユダヤ人達）がうらやましいと思うのです。私
たちは，この地にあって祝福されないと，あなたの周りで接
ぎ木されようかどうしようかと思っている人が来ないし，ま
た，これから枯れようとして待っているユダヤ人が，クリス
チャンが祝福されないのを見て，イエス様は偽物だと言うの
です。イエス様の偽物宣告をしてはいけません。皆さんは何
をしてでも，イエス様を伝えているでしょうか。どんな方法
でもいいからイエス様を伝えるために自分が祝福されようと
生きているでしょうか。私たちは，祝福されなければならな
いのです。

　マタイの福音書の中で，心の貧しい者（霊的乞食）は幸い
になるのだと言っています。聖書の中では，ベニヤミンもヨ
セフもみんな本来恵みを受ける立場にありませんでした。ダ
ビデは兄弟の中で，兄弟の一人と数えられていませんでした
が，祝福されて王になり，豊かに栄えます。このように，本
来祝福されるような状況でなかった人が回復されることを通
して，人々の証になり，うらやましいと思われるクリスチャ
ンになるのです。それが生きた証だと聖書は言っています。
そしてその姿を見て，神の計画は完成するのです。あなたが
祝福されないといけないのです。祝福とは，あなたの必要に
応じて満たされます。不要なものはあなたのところにはきま
せん。神様は先を見通しているのです。先を見ている一人一
人の人生を通して，そのすべてを合わせて１つのことをしよ
うとしています。皆さんの人生は，神に従わなくてはなりま
せん。

「私たちは祝福されなければならない」
～権利のない者の証～　          　　　　　　　　　　ローマ１1章1節～２4節

幸いであれ！！！

御言葉はあなたの近くに

御言葉は，あなたの口に，心に。あなたは幸せでな
くてはなりません。そのためには，あなたの近くに
あるだけの御言葉では弱いのです。ダビデは５つの
御言葉で，どんなに問題が大きくても乗り切ってい
きました。私たちはいざというときに御言葉がなめ
らかに出てこないといけません。是非神様の前に
立って，御言葉を覚え，あなたの口と心に保って，
そして祝福されてください。すると多くの人はあな
たをうらやましいと思い，神の計画であるユダヤの
人たちに救いがもたらされて，最期にこの地に神様
が迎えに来るときが来るのです。御言葉を実践する
ものとなり、祝福される者になりましょう！人たち
に救いがもたらされて，最期にこの地に神様が迎え
に来るときが来るのです。御言葉を実践するものと
なり、祝福される者になりましょう！
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ワトトコンサート
15時～倉敷市民会館

13 14 15 16 17 18 19
ぼやき会15：0000 ~ 早天祈祷会6：0000 ~ 19：3033 ~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 早天祈祷会6：0000 ~

特別夕拝
澤村信蔵師

池田優香 岩崎優輝高橋未衣

191918181717161615151413

ワトト　岡山滞在　10月 14 日（月）～ 23日（水）まで ワトトコンサート
19時～岡山シンフォニー

ワトトコンサート
15時～倉敷市民会館


