
ア ド ベ ン ト Ⅱ 礼 拝ア ド ベ ン ト Ⅱ 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
（１２月１５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

全本みどり
永井比和子
a池田優香
澤口建樹
泉水　浩
淺野恵子
山本麻美
行司伝道師
李  雋英
秋山恭子
淺野恵子
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　私は美容師をしています。美容師になりたいと思っ
たのは、小学 5年のときで、中学卒業後に 16歳で見
習いとして大阪に出ていきました。母は大阪に出るこ
とを心配していましたが、私は自分で決めたことだか
らやりとおす！という志を持って、家を出ました。
　見習いの仕事は掃除・洗濯が中心で、厳しい先輩に
いじめられたりと大変でしたが、毎日毎日、先生や先
輩を見て技術を学びました。夜中は通信教育で学び、
寝る時間もありませんでしたが、自分の好きなこと、
美容に関して勉強することは苦ではありませんでした。
美容師になって 52年が経ちました。その間に神様を
知り、苦難もありましたが、どんな状況であっても、
変わらずにこの仕事を続けることができたのは、神様
が志しを与えてくださったからだと思います。今も仕
事が楽しく、神様がしてくださったことを証しながら、
恵みをたくさんいただいています。

私の願いは二つです。
１．この仕事を続けている限り、お店にくるお客さん
にイエス様を伝え続けることができますように！
２．お店にくるお客さんが、みんな救われますように！

『わたしはあなたがたのために立てている計画をよく
知っているからだ。―主の御告げ―それはわざわいで
はなくて、平安を与える計画であり、あなたがたに将
来と希望を与えるためのものだ。』エレミヤ書 29章
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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。

通読のツボ
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（ ２０１９年１２月１日 ）
（要約者：岡本　英樹）

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

　今週はヨシュア記１９章～２４章、士師記１章になり
ます。先週もお伝えしましたが、１９章は７部族への分
与、２０章は逃れの町について、２１章はレビ人の町に
ついて書かれています。２２章は２部族の帰還というこ
とでヨルダン川を渡る前の土地を分与された部族が自分
の地へ戻るところになります。その後、ヨシュア記の「結」
の部分に入っていきます。２３章はヨシュアの遺言、２
４章はシェケムでの契約とヨシュアの死と埋葬が書かれ
ています。モーセによる出エジプトの事業はがヨシュア
のカナンの地征服、そして民への土地分与で実現を見ま
す。「主が周囲のすべての敵から守って、イスラエルに
安住を許され」た（23：1）と記されています。しかし、
これは長く続くことはないことはこの後士師記に入ると
理解できると思います。民はこの地で、神に対して背信
と堕落の故に敵の攻撃を受けていきます。究極の安息の
ためには、新約のヨシュアである、平和の君、主イエス
の到来とみわざとを待たなければなりませんでした。そ
のような中で士師記に入ります。士師１章はカナン征服
の様子がまとめられています。ヨシュア記の背景が分か
るとより理解しながら通読できると思います。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師

岩崎祥誉
小根久保麻由美
a酒井美津子

　３日　西嵜結愛
　６日　李 宰昇
　７日　三村隆人
　８日　金森清子

　９日　草井琴乃
１１日　Pui ちゃん
１３日　近藤　颯
１５日　長谷かをる

１７日　岡本恵美子
１８日　新開　陽
２０日　湯浅八重子
２２日　新開未沙子

２５日　上田　仁
２６日　山本洋子
３１日　日名陽子

12 月の誕生者
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キッズブレッシング

大掃除＆
クリスマスの
飾りつけ

特別礼拝（天野師）
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三村隆人西嵜結愛 李宰昇

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

太田　幸子

あぐり
SDGS
イベント

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。

イエス様がおうまれになった場所は、暗い、汚い、くさい、きつ
い場所、もっとも底辺な場所でお生まれになられました。誠の王
の王、主の主であるお方がこのような場所でお生まれになられた
のです。この方の救いの業は、貧しい羊飼いに告げられました。
宗教を超え人種、国家、そのような全ての違いを超越した所に、
主の福音、イエス様の誕生が知らされのです。このような闇は光
に勝てない。イエス様の光には、大いなる権威と力があります。
私達の内側がどんなに病んでいて、どんなに暗闇に被われていた
としても、主の光が一筋でも、照った時に、パッと解放される。
それが聖書に書かれている神様の約束です。

　
私達がよりグレードアップする為に、大事な事があります。霊的、
信仰的に成長するためには、順風満帆だと、中々、成長しません。
私達には、戦いがあります。モーセの生涯がそうでした。面白い
ことにモーセの生涯は４０年を区切りに見ることができます。
Something（何ものかであろうとする，自分の情熱・力）
モーセの誕生からミデヤンの地に逃れるまでの 40 年間（出エジ
２:1～14,使徒7:22～28,ヘブル11:23～27）はモーセにとっ
ては何者かであろうとする期間でした。結果、モーセは自分の正
義により殺人を犯してしまい、ミデヤンの地に逃れます。
Nothing（取るに足らない，砕かれる，Grade upの準備）
ミデヤンでの 40 年間（出エジ２ :15～ 25, 使徒 7:29, ヘブル
11:23～ 27）モーセにとっては砕かれた時期と言えるでしょう。
全てを失い、羊飼いとして生活します。結婚もし、ここで生涯を
終えると思っていたかもしれません。そんな時、主はモーセの前
に顕れ、モーセに命じます。
Grade up!!
エジプトから民を救い出して荒野をさまよう 40 年間を過ごし、
多くの奇跡、またモーセを通して多くの主の業がなされました。
120 歳でモアブのピスガにおいてその生涯を閉じます（出エジ 3
～ ,レビ記 ,民数記 ,申命記34:11～ 5, 使徒 7:30～ 38, ヘブル
11:23～27）
私達にも人生の中で「まさか！」ということが訪れます。順調な
時よりむしろ、「まさか」の時に私たちがどうするか、何を決断
し選ぶことが大切です。モーセの人生を通してもわかるように、
主の与えて下さるものものです。主は私たに信仰の Grade up!
を願っておられます。どのようにすると信仰の Grade up! が図
れるか！神ご自身に栄光をお返しすることができるかダビデを通
して見てきましょう！

　私達には、戦いがあります。人生には上り坂もあれば下り坂も
ある。でも大事なのは、まさかという状況に立った時、この地上
においてどんな暗闇も、主にあって勝利する。ということです。
私たちが問題に遭遇する時、主が共に戦って下さる。『この戦い
は主の戦い』だということをダビデのように宣言して行きましょ
う。人生において様々な出来事があると思います。しかしイエス
様を信じる私たちは主が全てを知って導いて下さいます。主ご自
身がいつも私達のど真ん中にいてこの戦いを共にして下さいま
す。その戦いは私達を訓練し、成長させる為の、主が許容された
戦いですが、主の戦いだと分かると私達は勝利を掴む事ができま
す。そして身が引き締まり、襟を正しこのために私達は、主の御
名によって戦うんだと宣言することができます。それは私達の内
側に大きな変化をもたらします。このクリスマスの時は戦いです。
多くの人々が、囚われから解放され、イエスキリストの救いをし
ることができるように私たちは祈りの戦いをし、必要な人の所に
福音を届けなければなりません。カニの鮮度を保つために必要な
ことがあります。その必要なものとは、カニの天敵を一緒の水槽
に入れて運ぶとカニは死んではなるまいと戦うしかないのです。
すると私達の食卓に着くころには、美味しいく、新鮮なカニにな
るのです。このように戦いが私達を強くし人生を活性化させます。
私達の戦いは、もうハッピーエンドです。私達の戦いは、圧倒的
な勝利ですと聖書は言っています。ダビデはそのことをよく知っ
ていました。イスラエルの軍勢はみな、ゴリアテを恐れました。
しかしダビデは恐れませんでした。それは主の御名には力がある
ことを知っていたからです。私たちの人生にもゴリアテがいます。
人生、信仰、生活に邪魔をしてきます。ダビデは、サウル王から
鎧をつけられますが、重くて動けません。ダビデはその鎧を外し、
かわりに滑らかな石を投げるとゴリアテの額に一発一中であたり
ゴリアテを倒しました。ダビデ知っていたのです。今までの人生
の中で必ず主が共に戦って下さることを。（第一サムエル記１７
章４５節）【ダビデはペリシテ人に言った。『おまえは、剣と、槍と、
投げ槍を持って、私に向かってくるが、私は、おまえがなぶった

イスラエルの戦陣の神、万軍の主の御名によって、おまえに立
ち向かうのだ。』】
万軍の主の御名の権威と力を誰よりも知っていたのは、ダビデ
です。このダビデは、万軍の主の御名によって敵は、熊や獅子
でしたが、それに向かって戦うと必ず勝利することを誰よりも
知っていたので、あのゴリアテに対しても、主の御名の権威に
よって勝るものはないという信仰を持っていました。（第一サム
エル記１７章４６節）【きょう、主はおまえを私の手に渡される。
私はおまえを打って、おまえの頭を胴体から離し、きょう、ペ
リシテ人の陣営のしかばねを、空の鳥、地の獣に与える。すべ
ての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。
私達の人生に立ちはだかるゴリアテに勝利するために

　
❶目に見えない~立ちはだかる障壁~
ⅰ）意気消沈させる　lose heart
ⅱ）恐れさせる　　　make afraid
ⅲ）さげすまれる　　obstruct
ⅳ）呪われる　　　　cursed
私たちはアクセサリークリスチャンから卒業しなければなりま
せん。この方に着いていく、この方に従っていく、この方が全
てを与えてくださる。永遠の命を与えて下さった方の自らの愛
に応えたい。その信仰をもって敵を知ることが大切です。敵を
見誤ってはなりません。恐れは神からくることはありません。
神様が与えるのは、臆病の霊ではない。神が与える霊は、力と
愛と慎みの霊を与えると言っています。恐れの霊から解放され
ましょう。神の力と、愛はただの愛でなく、アガペーの愛なの
です。

　❷目に見えない方（主）への絶対的信頼
ⅴ）過去の勝利的告白（１７章３４~３７）
Confession of victory in the past
ⅵ）未来への肯定的宣言（１７章３６、３７、４６、４７）
Positive declaration for the future
ⅶ）主への信仰的行動
Action based on faith in the Lord
私達が勝利するのを邪魔する一番の敵は、悪魔（サタン）です。
この悪魔（サタン）は、私達の一番大事な受けるべきものを盗
んでいきます。盗むだけでなく私達の霊を殺しにかかります。
私達が相手にする敵は、悪魔（サタン）です。これに戦ってい
るという意志、認識があると私達の置かれている状況や、私が
抱えなければいけない色々な問題の背後あるサタンの存在がわ
かります。サタンは私達をあきらめさせようとします。信仰の
告白も出来ない、祈る事も出来ない、勝利の宣言なんて無理！！
と私達の思いが盗られようとします。そのような思いになると
き私たちは戦うのです。サタンの罠だと受け取り、勝利を宣言
して祈りましょう！そして最大の敵は自分自身です。私自身が、
信仰的勝利的にいつも神を崇め主の御名を仰いで信仰の創始者
であり完成者である方から目を離さないでこの方にはできるん
だ！！この方には、勝利があるんだ！！と宣言しましょう。主
は真剣に祈り、告白、宣言する者に良いものを必ず与えて下さ
います。

「この戦いは、主の戦い」
～あなたのゴリアテは？～　   　　　　　　　　　Ⅰサムエル記１７章３８～４９

モーセの生涯から

■『この戦いは、主の戦い』　　　
　~あなたのゴリアテは？

I 【この地上には、ゴリアテがいる】

Ⅱ【ダビデの圧倒的な勝利】

さいごに

見てきたようにサタンは騙します。罠にかけます。私たちの
信仰のマインドを盗み、主との関係を壊そうとします。戦う
べきは目に見えるものではありません。ダビデは主の御名に
力があることを知っていました。私たちも主の御名には力が
ある事を信じましょう。捕らわれている暗闇を知り、解放さ
れ、神様に近づきましょう。神様はあなたに何かをさせたい
から遣わすのではなく、あなたと交わりたい、あなたが好き
だから遣わすのです。神はあなたを愛しておられます。
『しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、
これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となる
のです。私はこう確信しています。死も、いのちも、御使い
も、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある
者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たち
の主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離す
ことはできません。』（ローマ8：37～39）

見てきたようにサタンは騙します。罠にかけます。私たちの
信仰のマインドを盗み、主との関係を壊そうとします。戦う
べきは目に見えるものではありません。ダビデは主の御名に
力があることを知っていました。私たちも主の御名には力が
ある事を信じましょう。捕らわれている暗闇を知り、解放さ
れ、神様に近づきましょう。神様はあなたに何かをさせたい
から遣わすのではなく、あなたと交わりたい、あなたが好き
だから遣わすのです。神はあなたを愛しておられます。
『しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、
これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となる
のです。私はこう確信しています。死も、いのちも、御使い
も、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある
者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たち
の主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離す
ことはできません。』（ローマ8：37～39）


