
　

TESTIMONY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。

通読のツボ
※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。

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。

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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来週の奉仕者
（１月３日）

岩崎祥誉

西嵜芳栄
西山秀平
富岡美千男
眞砂香和　　　　
楢村明子
秋山耕平
山本麻美
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　今、夫のサポートでてもて村に携わっています。
夫を支えると決めてサポートをする事にしました。
なのにいざ携わっていくと色んな心が出てきまし
た。
私じゃなくてもいいんじゃないか、私はなにも出来
ていない、周りからもそう思われている、
夫のてもてに対する思いと私のてもてに対する思い
の温度差を感じて、こんな思いで携わっていいのか
とマイナスな思いばかりが募って行き、私はあぐり
に行きたくなくなりました。でも、きっと私にしか
出来ないことがある！後になって分かるかもしれま
せんが、これもきっと意味があると信じています！
神様、どうか信じ続ける事が出来るように導いて下
さい。

マリアは言った。「ご覧ください。私は主のはした
めです。どうぞ、あなたのおことばどおり、この身
になりますように。」すると、御使いは彼女から去っ
て行った。
ルカの福音書第 1章 38 説

神様がこの事を通して、私にしか出来ない事を与え
てくれると信じます。
どうぞ、この身になりますように。 

　詩篇113～ 119水 116金 118

「信じる決断！」
夫のサポートでてもて村に携わっていま

支えると決めてサポートをする事にしました
にいざ携わっていくと色んな心が出てきまし

「信じる決断！」
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（ ２０２０年１２月２０日 ）
（要約者：西嵜真由美）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

ふるさと
餅つき大会

黙示録　福澤師

 今週も詩篇 (113 篇～ 119 篇 ) を読み進めていきましょう。詩篇 116
篇は死の不安や絶望的な苦難から救い出された個人の感謝の歌です。
この人は、重い病気にかかっており、その苦しみの中から主に叫び求
めています。（1～ 7節）神様は私たちに対して、決して無関心では
なく、個人的な苦悩にも耳を傾けて聴いて下さるお方であり、必ず祈
りを聞いて下さるお方です。そんな神様がどれほど情け深いお方であ
り、憐み深いお方であるかを、改めて、感謝しています。だからこそ、
著者は主に立ち返るように自分の魂に言い聞かせています。
（9～ 15 節）どんな苦難の中にあっても、私は主を信じたと告白して
います。そして神様がしてくださったことに感謝し、主を信じて生き
ると誓っています。主は決して聖徒たちが無駄に死ぬことを許されま
せん。（16～ 1９節）著者が死の病から、解放されたことを感謝して
います。そして彼は公けの神殿の礼拝の場で、証しをし、そして、主
の御名を賛美します。
この詩篇の著者は1節で「私は主を愛する」と告白しています。しかし、
彼は死へと近づくような苦難に遭いました。しかしそこから彼は救い
出されました。私たちも生きて行く中で多くの場合、病気や災害など
様々な試練に遭います。しかし神様はそんな苦しみの中から祈る私た
ちの声を聞いてくださり、助け出してくださいます。彼も祈りに応え
て助けてくださった神様を讃えています。しかし本当の奇跡は病気が
癒されたことでしょうか。10節で『「私は大いに悩んだ」と言ったと
きも、私は信じた。』と書かれています。彼は大変な苦難の中にあっ
たときに、信頼するべき方は神様しかいないと気付かされたのです。
本当の奇跡は何か目に見えるような形でいいことが起こることではな
いのかもしれません。時に苦難とも思えるような経験を通して、神様
だけに信頼することができたとき、私たちは神様の奇跡を体験してい
るのではないでしょうか。

牧　一穂　牧師
西嵜芳栄

全本みどり
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泉水京子

「主をあがめる」これはラテン語でマグニフィーカート。
ギリシャ語はメガリーノと訳されます。私たちが今でも使
うメガという言葉の語源になったものでもあります。すな
わち大きいという言葉の元々の語源が神をあがめるという
意味なのです。これは自分より相手を大きくするという表
現です。私たちはある時から相手が間違っていて自分の方
が正しいし、まともだ。相手を小さくし自分を大きくして
しまうという考えに変わりました。ですが聖書の原点は自
らが罪をおかした事を通して本当は弱くて愚かであること
を知るということにあります。元々人は尊くそして最高傑
作として造られましたが罪を犯したために愚かになりまし
た。ということは間違ったものが元に戻ればよいのです。
精神には差があります。人的精神の中に自己決定権を持つ
のが人間であり持たないのが動物。ですからこの人的精神
の中で馬鹿だと比較するのであればそれは人的精神の最も
低いところにあるのです。もし人が愚かなところから立派
になったのだとしたら神の思いすなわち神的精神にたどり
つくことはありません。人は元々神の精神（神的精神）を
共有していました。神のイメージの中にあなたが創造され
たのであれば神的精神をアダムとイブは持っていたという
ことになります。ですがそれが朽ちたのです。良心に問題
が起こったということ、ただそれだけなのです。

私たちは心の内を見るのではなく外側だけを見て判断しま
す。ですが神はその人の本質で判断します。私たちクリス
チャンもそうありたいと思うのです。ですが私たちはその
ような目線を持っていません。常に傷つくのを恐れ鎧をま
とい自己防衛の上に人を見て判断しています。しかし神は
神を守る為にあなたを見ていません。間違った行動によっ
てあなたの本質が損なわれるのであれば厳しくし本質を見
抜いて愛し向き合います。それはあなたの親だからです。
あなたがもし親であり、上司であり、先輩であるなら相手
の間違った状況を自分の為に判断しないでください。マリ
ヤは頭では色々と思いめぐらしましたがこの時に主をあが
め父であることを認めました。ここに「あがめる」という
言葉を使いました。私たちが何を選ぶのか決断が必要なの
です。神は心を見る方です。クリスマスはクリスト（救い
をもたらす人すなわちキリスト）を礼拝するという意味で
す。私たちが愚かで小さな者であり自分の弱さを認められ
ず気勢をはり鎧を着た状態であることを全て認めることで
争いはなくなり終わるのです。比べる事がないからです。
私たちがしている事を神の前に正しいか見定めるのです。

「人の心の中には、神が作った空洞がある。その空洞は創
造者である神以外のものによっては埋めることができな
い。」パスカルの言葉です。
私たちに出来ない事が起こった時に神は助け手を与えてく
れることがあります。マリヤは辛かった時にエリサベツと
いう女性が助け手になりました。心の中に作られた空洞は
自らで埋める事はできませんが神様は誰かを遣わして心の
中の空洞を埋めようとします。ヨセフとマリヤは追われた
先で宿屋がなかったのです。彼らには家畜小屋しかありま
せんでした。居場所がなくなりなぜここにいるのだろうと
いう失望と孤独の中にいることを知ったまさに私たちの心
の中に光が灯されるのです。それがクリスマスです。私た

ちはその事を知らなければいけません。

人生には二通りの生き方しかない。ひとつは、奇跡など
起こらないかのように生きること。もうひとつは、すべ
てが奇跡であると生きること。
―アルベルト・アインシュタインー
受けるよりあたえるほうが幸いである。
エリシャが 1 人の絶望にかられたやもめに出会い言いま
す、町に行って器を持ってくるように言い祈るとその器
に油がおおいに注がれました。ですが途中にもう器はあ
りませんと言った瞬間にそれは止まりました。信仰によ
る行動が止まったのです。私たちがもう無理だと思った
瞬間に奇跡はとどまってしまうのです。信じたようにな
るからです。
そして受けるより与える人になってください。自分の人
生を変えようとするとあきらめが生まれますが誰かのた
めに何かをしようとすると諦めません。誰かに与える時
に奇跡は起こり幸せになって欲しいと思った時に人を作
り変えるのです。私たちはそれを信じます。
そして諦めないためには 1 人でしてはいけません。主は
ふたりでも三人でも、わたしの名において集まるところ
には、わたしもその中にいるからです。（マタイ 18：20）
といわれました。ですからそのためには友が必要です。
人生を共に生きる友を見出してください。あなたが戦い
の中にあってもしなければならないことをしようとした
時に友は与えられます。ネヘミヤ王にはペルシャの王が、
ダビデにはヨナタン、ヨセフにはファラオが与えられま
した。その友があなたを支え助けます。これが神の計画
です。わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びま
せん。しもべは主人のすることを知らないからです。わ
たしはあなたがたを友と呼びました。（ヨハネ 15：15）
このクリスマスの日にキリストはあなたを友と呼びまし
た。その友のために命をかける人生を選んで戦っていき
たいと思うのです。
 

「わがたましいは主をあがめる」   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ルカ 1：46～ 55

　　　
神的精神と人的精神

神は心を見る方

ともにあきらめない！！

失望や孤独の中にキリストは生まれる

まとめ
私たちはいつも誰かと比較して、なんとか相手より立
派になろうとしてしまう愚かさを持っています。しか
し、私たちの周りに置かれたその人は争う存在ではな
く、愛し合い助け合う存在です。大切なものは外側で
はなく内側です。その人も、あなたも神様に造られた
最高傑作なのです。
今、心の中に赦せない人がいるでしょうか。あなたが
つらかったこと、悲しかったこと。神様はすべてご存
じです。そしてそれを取り去るために、神様は来てく
ださったのです。
深い暗闇の夜。汚い家畜小屋でイエス様はお生まれに
なりました。
今あなたは失望の中にいるでしょうか。孤独の中にい
るでしょうか。居場所が見いだせないでいるでしょう
か。
しかしそんな暗闇の中にイエス様は生まれてください
ました。
私たちの暗闇を神様の前に差し出し、神様の光で照ら
してもらいましょう

私たちはいつも誰かと比較して、なんとか相手より立
派になろうとしてしまう愚かさを持っています。しか
し、私たちの周りに置かれたその人は争う存在ではな
く、愛し合い助け合う存在です。大切なものは外側で
はなく内側です。その人も、あなたも神様に造られた
最高傑作なのです。
今、心の中に赦せない人がいるでしょうか。あなたが
つらかったこと、悲しかったこと。神様はすべてご存
じです。そしてそれを取り去るために、神様は来てく
ださったのです。
深い暗闇の夜。汚い家畜小屋でイエス様はお生まれに
なりました。
今あなたは失望の中にいるでしょうか。孤独の中にい
るでしょうか。居場所が見いだせないでいるでしょう
か。
しかしそんな暗闇の中にイエス様は生まれてください
ました。
私たちの暗闇を神様の前に差し出し、神様の光で照ら
してもらいましょう

セル祈祷会

牧結果子　西嵜一喜

三村路子

古谷裕美　日名薫

眞砂仰

森脇遼太 金森郁子

田中順子

平澤瞳

浜田真智子


