
感　謝　礼　拝感　謝　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５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
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　クリスマス礼拝にて、姉妹 2人と共に「き
よしこの夜」を賛美する事となりました。そ
の中で私はオルガンを弾かさせて頂きまし
た。３人で合わせた初練習では、なんとか弾
く事が出来ました。しかし２人の姉妹の声と
は合わず急遽楽譜を変える事となり正直難し
くなりました。その後も合わせての練習もし
ました。私はリハーサルでは途中で手が止ま
り、間違いもあり酷く落ち込みました。その
晩何度練習しても間違えてばかりの私に、神
様がその時教えてくださいました。「そうか、
私には弾けないんだ。今までの私のピアノの
技術や知識で弾けるわけない、だから神様に
弾いてもらおう。その為には、自分に今でき
る事を全力でやろう」と思い練習しました。
すると、神様は奇跡を見させて下さいました。
当日仕事で間に合わないと言っていた姉妹が
間に合い！オルガンは神様が共に弾いて下さ
いました。そして、3人の心からの祈りと練
習が１つとなって捧げる事が出来ました！
「二人でも三人でも私の名において集まる所
には、私もその中にいるからです。（マタイ
18:20）」

士16～ルツ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
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よしこの夜」を賛美する事となりました。そ
の中で私はオルガンを弾かさせて頂きまし
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（ ２０１９年１２月２２日 ）
（要約者：富岡　牧）

スモールファミリー

誕生者のお祝い
ふるさと
餅つき大会

ゴスペル＆マルクト
18 時半～

　今週は士師記が終りルツ記に入ります。士師１６
章はサムソンとデリラについて書かれていて、デリ
ラというの言葉の意味は「浮気な、恋をもてあそぶ」
です。まさに、主にたてられた器であるサムソンに
対して邪魔する働きをしていることが分かります。
１７章～２１章は士師記の結論部分で内紛の拡大が
描かれています。１７章～１８章はミカの聖所とダ
ン族の移住についてです。１９章～２１章はギブア
での暴行とベニヤミン族の没落について書かれてい
ます。特に１７、１８章は神を求めない自己中心的
な人々がイスラエルに宗教的混乱をもたらしたこと
が書かれ、１９～２１章はそれが社会の様々な分野
で倫理的な混乱へとつながっていったことを記して
いて士師記が終わっています。士師記最後の言葉で
す。「そのころ、イスラエルには王がなく、めいめい
が自分の目に正しいと見えることを行っていた。」神
様の目に正しいことと自分の目に正しいとみえるこ
との違いを明確に記している言葉です。そしてルツ
記に入ります。その背景は「さばきつかさが治めて
いたころ」（1：1）すなわち士師時代にあたります。
自分の目に正しいことを行っている中でも真の信仰
者がいた事を感じさせる書となっています。

牧　一穂　牧師
平澤一浩

西嵜芳栄
岡本享子
a西嵜孝之

　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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小根久保　麻由美

ふるさと
クリスマス

フェスティバル

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。

　クリスマス、飼い主の食事はターキー、自分はドッグフード、
彼は腹が立ちました。スヌーピーはターキーを眺めているう
ちに、自分はターキーじゃなくて良かったと思いました。ター
キーは毛をむしられオーブンで焼かれてナイフで切られて食
べられていました。そのことに気がつくまで、彼は怒ってい
ましたが、スヌーピーは自分のご飯はドッグフードで家は犬
小屋だけど食べられはしないと感謝しました。私たちは、相
対的な物事の見方や、比較で自分の人生を無にしていません
か？また心の中に不安や恐れがありませんか？このように心
の中を支配するものは、私たちの人生を台無しにします。し
かし今、与えられている恵みの中から感謝を見つけることが
できると、スヌーピーがドックフードに恵みをみつけ感謝を
みつけたように、人生が変えられていきます。今まで生きて
きた目線から別の目線に変えられることで、人生が大きく変
わっていきます。人の生き様、イエス・キリストが示された
彼の人生、このようなことが書かれているのが聖書です。イ
エス・キリストは何の為に生まれて何の為に生きたのか、そ
れはひとことでいうなら死ぬ為でした。クリスマスはプレゼ
ントを誰かにあげる日ではありません。自らが、自らに与え
られたプレゼントを受け取る日です。それを受け取ったあな
たが、誰かの心に光を与えることができるのです。クリスマ
スはそのスタートの日です。

　
　計画的なタイプからすると、それが壊れることはとても腹
が立つことです。緻密に計画しているものが１つ壊れるとそ
のあとに続く計画は、変更を余儀なくされ、最初の計画が丸
つぶれになります。マリアとヨセフに起こったクリスマスの
出来事、これが書かれているのは聖書の福音書と呼ばれてい
る箇所で、意味はGood news( 良い知らせ ) という意味です。
天使が伝えにいったのは喜びのニュースのはずでした。しか
し、二人にとってそれは喜びではなく、悲しみ、落胆、怒り、
裏切り、憎しみの知らせでした。
　ヨセフからすると結婚前に突然、天使が現われたこと、妊
娠していることを打ち明けられたら、そのことを信じるなん
て到底できるはずがありません。それはただの裏切り行為。
しかし、聖書ではヨセフのことを、正しい人であって、事を
内密にすまそうとした。と書いてあります。このことから、
二人はとても愛し合っていて、ヨセフはマリアを大切に想っ
ていた事がよくわかります。例え彼女が裏切ったとしても、
死刑になるようなことはさせたくないと願いました。一方天
使から知らせを聞いたマリアの心情はどうだったでしょうか。
当時は、女性が結婚前に妊娠するということは、法律で死罪
にあたる出来事でした。ヨセフと結婚して幸せな家庭をゆめ
みていただろうマリアの計画は丸つぶれです。マリアの様々
な心情を想像することができますが、聖書の描写にはそんな
こと何一つ書かれていません。ただ一言。「私は主のはしため
です。どうかこの身になりますように。」ここに、理解や納得
があったでしょうか。これがクリスマスです。二人には天使
が現われましたが、彼らには両親がいて、両親にとっても、娘、
息子の結婚の祝福の計画が壊れる大変な事件でした。クリス
マス、それは計画が壊れる出来事をみて受け入れられなかっ
た人と、受け入れた人のストーリーが描かれているのがこの
記事です。クリスチャンにとって２５日だけがクリスマスで
はありません、３６５日がクリスマスなのです。イエスキリ
ストを礼拝するという意味です。礼拝は納得や理解ではあり
ません。神様がすることは私たちの目には理不尽で私たちに
は何でこんなことが起きるのかわかりません。神様は理不尽
の中で、人間が勝手に鉄を溶かして本来あるべきものを作り

直して偶像を造ってしまったのに、それを天地万物は全て元
に戻していくのです。神様はこの世の理不尽ですら神の栄光
にするのです。神は全てのことを働かせて益とするのです。
でも本来神という言葉はそこにはないのです。全ての被造物
が自分の納得や理解を超えた神の元々の秩序によって成し遂
げられていくからです。それを考えるときに、今自分の人生
に起きていることが、ヨセフやマリアのようでありたいと願
います。クリスマスに礼拝をする理由は、イエスキリストの
誕生を祝うこと共に、イエスキリストが生まれて生きた人生
を私たちが理解することです。なぜなら、彼が、私たちの人
生を理解する為にきたからです。私たちは本当に彼の人生を
理解しようとしているでしょうか。イエス・キリストが人生
をかけてあなたに伝えたいことは、あなたが納得できないこ
と、そこには神の秩序があるということです。神に信頼する
なら私たちは理解する必要は無いのです。羊は羊飼いの声を
知っています。草原地に行く途中に、険しい道を通ることも
あるでしょう。私たちは今、そこを通っているのです。羊飼
いは、羊を連れて行くのにわざわざ危険な目に遭わせたり、
毛を売ろうとしているのに、汚れるような道をわざわざ通る
でしょうか。私たちの理解は不要です。羊も羊飼いと居た方
が幸せであることを知っています。なのに、隣の柵の外の草
が食べたくなります。自分のところに豊かに草が生えている
のに。本当は自らが神様に養われ、羊飼いが素晴らしい方で
自分を必ず幸せな場所に連れて行ってくれることを知ってい
ます。神様はあなたを愛しているので従おうとする人を正し
くリードして下さいます。たとえ誤ったとしても、リードし
続けて下さっています。マリアとヨセフが選ばれた理由、ま
たイエスキリストが理不尽で生まれてきた理由は、私たちに
生きた記録としてそれを残す為です。神様がなさることは図
り知ることはできません。神のなさることは、すべて時にか
なって美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しか
し人は、神が行われるみわざを、初めから終わりまで見きわ
めることができない。（伝道者の書３：１１）聖書の言葉を
みるとき、私たちは自分の理解がどれほど小さいのかがわか
ります。納得を求め、受け入れないでいる内にあなたに与え
られたチャンスは過ぎ去っていきます。
　人間の細胞は壊れるとき新しくなっていきます。細胞を壊
すことは大切です。細胞が壊れなくなるとき、それは “がん”
になります。増殖し続けて大きく増え広がります。
　身体はいつもそのがん細胞をいつも壊して取ろうとしてく
れています。それが壊れなくなることが危険です。あなたの、
らるならなればいい！というその思いはがんのようなものか
もしれません。なぜなら、その増えた細胞があなたを壊すか
らです。私たちの計画が思い通りになるとき、本当にそれは
最後には良くなっていますか？途中で壊れていませんか。う
まくいかないことが起こるとき、そこで考え直すことができ
ます。神様がしたのかというと決してそうではありません。
自らがずれていっているから問題が起こるのです。しかし、
神様はそれを用いて益として戻るチャンスとして下さいま
す。これからは、“クリスマス” “計画が壊れたとき” と聞い
たら感謝をもってイエス様を礼拝してください。
　人は心に計画をたてる。しかし主の計画だけがなる。あな
たのしようとすることを主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成
し遂げてくださる。問題が起きたときがチャンスです。しか
しこの世にあって艱難があります。勇敢でありなさい。すで
に私は世に勝ったのです。●どうかこの身になりますように。
●納得することを捨て、あなたについて行きます。この２つ
を告白していきましょう。クリスマスは神様をもう一度信じ
るときです。羊飼いに信頼してついて行きましょう。主は私
の羊飼い私は乏しいことがありません。主は私をみどりの牧
場にふさせ憩いの水のほとりにともなわれます。詩篇２３編
１～６

「計画が壊れた時」
マタイ1:18～25、ルカ1:28～38

スヌーピーストーリー

計画が壊れたとき
マタイ1：18-25（ヨセフのクリスマス）
ルカ1：28-38（マリアのクリスマス）
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