
　

TESTIMONYTESTIMONY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

日 月 火 水 木 金 土

淺野主眞

藤原久美子

近藤帆風　實金史恩
大澤正嗣

 主　日　礼　 拝 主　日　礼　 拝

来週の奉仕者
（１月２４日）

西嵜芳栄

岩崎祥誉
池田優香
浅野恵子
富岡牧　　　　
眞砂香和
富岡美千男
山本麻美
行司伝道師
泉水浩
永井匡史
日名陽子
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　美しいという字を眺めてたら、「羊が大きい」と書くんだなと思いま
した。私の中でイエス様が大きくなっていくことを願い、美しく生きる
ことを今年の抱負にしました。先々週から次々と同僚３人に「なんでい
つも穏やかなの？イライラしたことないんでしょ。」と言われました。
不意だったので、神様のことを言えず人間的な答え方しかできませんで
した。穏やかさというものが、興味をひき影響を与えているということ
に驚きました。そういえば、私はイエス様の穏やかな姿を思い浮かべる
ことが多いです。その３人の中の１人は昔からの知人で、今回教会のこ
ともたくさん質問されました。しどろもどろに答えてしまったので、も
う一度話せるチャンスを願いました。一つ浮かんだ証を話そうと思いま
した。すると「この三連休ずっとキリスト教のことを考えてた」と言わ
れ、「一つ話を思い出したことがあって」と言ったら聞きたいと言われ
ましたが、なかなか話せる時間がなく「今日も聞けなかった」と毎日残
念がられました。そして、その人と私の二人の甘さからの仕事のミスで
辛さを負わせてしまい、土曜勤務がたまたまあり昼食を食べながら話す
ことになり、いろいろな証も話せる時が与えられました。
一つ目の証は、３人目の子が生まれる時のことでした。待ち望んでたの
に、妊娠一ヶ月のとき、妊娠した時期が希望通りではなく今じゃないと
困ってたら、「イエス様はぼくのことをどれだけ愛しているんだろう」
という子どもの賛美歌が「お母さんはぼくのことをどれだけ愛している
んだろう」という悲しみに聞こえて苦しくて泣いた、牧師さんのカウン
セリングもあり世間体を気にして赤ちゃんを殺してたことに神様に気づ
かされた、でも生まれた時期は最高の時期だったという証です。それを
話そうと思い巡らせている数日間に、わたしが生まれたとき父は男の赤
ちゃんが生まれると思ってたのに、とか川の下で拾ったと何度も冗談で
言われたことを思い出しました。そして神様に「わたしが創ったあなた
が生まれるのをずーっと待ってたよ」と抱きしめられ、涙が溢れました。
自分を存在否定してた傷がまた一つ癒されました。神のなさることはす
べてが時にかなって美しく感謝します。
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）

　詩篇134～ 140水 137金 139

「美しい」
という字を眺めてたら、「羊が大きい」と書くんだな
でイエス様が大きくなっていくことを願い、美
抱負にしました。先々週から次々と同僚３人に

「美しい」

司 　 　 会

代 表 祈 祷
献 　 　 金

準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）

：
：
：

聖 日 準 備
（ 消 毒 ）
食 事
片　付　け

F 　 ﾌｧﾐﾘ-
 

 各　ﾌｧﾐﾘｰ
　　

 各　ﾌｧﾐﾘｰ
　　　　　

早天祈祷会6：00~
ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

県北祈祷会20：00~
早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

　　山本真理　秋山恭子

朽木佑太

青江理江　亀澤侑美

　

三村伸行

　　

（ ２０２１年１月１０日 ）
（要約者：浅野恵子）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

チャーチミーティング

黙示録　福澤師

 今週も詩篇 (134 篇～ 140 篇 ) を読み進めていきましょう。
150 篇にわたる詩篇もクライマックスに向かっています。
139 篇で天地を創造され、私達一人一人をも造られた神様は
当然、私達の事は全て知っているという事を記しています。
私達が考えている事、思っている事含め、口に出さずとも知っ
ています。それは、母の胎で私を組み立てたのが神様であり、
神様の書物には私の歩む人生も全てが既に書き記されている
からです。その書物には、私達にどのような目的、賜物を与え、
どのように歩んでいくのか、そして、罪の性質からくるどの
様な弱さを持っているかも記してあるのでしょう。しかし私
達を完璧に造られた神様は、私達を弱くは造っていませんか
ら、私達の敵ともいえる弱さにも打ち勝つために恵みと祝福
を与えて下さいます。私は、5節「あなたは前からうしろか
ら…」を読み、詩篇 23篇 6節「まことに、私のいのちの日
の限り、いつくしみと恵みとが、私を追って来るでしょう。
私は、いつまでも、【主】の家に住まいましょう。」が思い浮
かびました。主は私達を取り囲み、守って下さると同時に、
後ろから恵みの御手をもって追いかけてきています。神様が
備えて下さっている計画全てを知ることは難しいと書いてあ
りますから、不安を感じることはありません。その日その日
の糧をも用意して下さっていますから、日々祈り、神様の導
きに従い歩んでいきましょう。

牧　一穂　牧師
行司佳世伝道師

牧唯恵伝道師
佐々木芽生
西山秀平　

    １日　小根久保ゆう太
    ３日　近藤昭恵
　４日　森脇遼太
　５日　牧結果子
　５日　西嵜一喜
　　　　

　    ６日　浜田真智子　
　     　   　古谷裕美
     　　   　日名薫
　    ７日　丸谷利清
         9 日　金森郁子
　
　

１０日　小林博子
１２日　三村路子
１５日　小柳豊年
１６日　田中順子
１７日　山本真理

１７日　秋山恭子
２０日　眞砂仰
２１日　淺野主眞
２３日　平澤瞳
２４日　朽木佑太　
　　　　

２５日　鈴木たかよ
２６日　藤原ふきこ
２８日　藤原久美子
３０日　岩本嘉津代　
　　　　　

1 月の誕生者
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スモールファミリー 

 チャップリンが全盛期の頃，モンテカルロでチャップリンコンテ
ストがあり，チャップリン本人が名乗らずに出てみたところ，3
位入賞でした。人は物事の本質を見抜くことができないものです。
今年のテーマに「大観を見極める」を掲げています。私たちはク
リスチャンとしてどう決断し，判断するのか，そしてそれは，自
らのためではなく，私たちに与えられている大切な使命のために
判断しなければいけません。パスカルが「人は考える葦である」
といったように，考える人が群生することで倒れないものになり
ます。本物を見極めて，且つ，目線を合わせて正しく進んでいき
たいと思います。

　今日聖餐式を行いますが，これがどういうことかを学んでいき
ましょう。旧約聖書の時代，過ぎ越しが始まったのは，イスラエ
ルの民がエジプトで奴隷になっていた時のことです。過ぎ越しと
は，親鳥が雛を羽で覆うように守るという意味があります。
まず、エジプトの歴史を思い返してみましょう。ヨセフは 12 人の
兄弟の中から，エジプトの役人の家に奴隷として売られていきま
した。しかし，偽りの告発から犯していない罪のために投獄され
ました。投獄されている中で，エジプトの王ファラオが夢をみて，
その夢を正しく解き明かすことによってヨセフは大臣になったの
です。ヨセフもダニエルも，しもべとしての時間を過ごし，屈辱
を受けました。ダビデは 30 年間も荒野で苦しみ，またモーセは
80 歳まで荒野にいたと書かれています。モーセは，３歳の時に売
られて川に流されてから苦しみと試練の中で，300 万人の自分の
同胞を助けるリーダーとなるための訓練を 80 歳まで受けたので
す。

たくさんの白い羊の中に１匹だけ黒い羊がいる絵を見ていただき
ました。黒い羊の心理学というのは，本当は同じ仲間なのに，誰
かの事を自分より見下したとき、外の黒い羊よりも中の黒い羊を
排除するという人間の心理です。10 人いれば一人を悪くすること
で 9 人がまとまるということが起こります。人は，考え方に違い
を感じると，その人とうまくいかないと考えます。クリスチャン
は特にその組織に入ると，自分の在り方を考えようとしたり，正
しいことをしたいと思ったりします。そこでその中で活動しよう
とすると，9対1の配分の中の１になることが多いのです。聖書は，
その 1 になれと言っているわけではなく，１になってもその中で
愛されることが必要だと示しています。みんなに愛されるかといっ
たらそうではなくて，心に血を塗っているかということです。出
エジプトの時代は自分が犯した罪に対して命をもって償うという
意味で生贄を捧げました。今はそういうことはしません。なぜな
ら一人の人が亡くなることで完成したと記されているからです。
当時の人は罪を犯したら，死をもって償わなければいけないこと
を，ほかのものの命を代償にすることで生きていました。私たちは，
自らを生かすために命を犠牲にしています。また，生きる細胞だ
けでなく，私たちが生きようとすると，必ず他者を否定します。
間違った一致感を保って生きようとしているのです。そこでイエ
ス様は，十字架に掛かる道を進んで行かれたのです。その原点は，
モーセがイスラエルの民を救出するように神に言われてファラオ
のもとに行ったことにあります。最初は歓迎を受けますが，その
憎しみは羊の心理のごとくファラオはモーセを敵視します。これ
はなぜかと言うと，自分が持てるものに執着していたからです。
そこで 10 の災いが起きるたびに心を頑なにして執着したものを失
いたくないという思いから欲にかられて，とうとう 10 の災いまで
進んでいきます。10 の災いとは，初子 ( 長男 ) がみんな死んでし
まうという災いです。彼はそのことを分かっていましたが，そん
なことは起こるわけがないと思っていました。ところが，実際に
それが起こります。神はモーセが率いるイスラエルの民に，門の
鴨居に罪のない羊の血を塗りなさいと言ったのです。それが過ぎ
越しの祭りです。門の鴨居に血を塗ると，死の霊はそこを去って
いったとエジプト記に記されています。イスラエルの民は，過ぎ
越しの祭りから始まり，荒野の 40年間仮庵の祭りまで祝い続けて，
子々孫々に伝承していきました。自分たちがどんな生き方をして，
先祖がどんなふうに今の恵みを得たのかを子ども達に教えるとい
う儀式のために祭りを伝承しました。そんな中で段々目的がずれ
ていき，心を伝える為ではなく，儀式が重視されるようになった
のが，「最後の晩餐」の頃だったというわけです。イエス様も弟子
たちと晩餐をし，弟子たちに「今日でこの過ぎ越しは，私が再び
来るまで飲み食いすることはない。」と言います。イエス様は弟子
たちに血とパンを配り，いつまでもこれを覚えていなさいと伝え
ます。クリスチャンは今まで生きてきた中でどれだけの罪がある
かを知ろうとする人たちです。それが礼拝です。罪深い自分だけ

れども，その血によって犠牲を払われ，許されたということを知っ
ているからここに集うのです。間違っていた自分が，犠牲の上に
生きていることを理解するということが大切です。そして，罪に
さいなまれて落ち込むのではなく，恵みと平安に満たされますよ
うにと書かれています。

私達の人生で，闇は悪だと思っています。しかし，闇は神が創造
された最高傑作です。人生は苦難があって闘いがあります。試練
とは試して精練するということですが，聖書では「純粋さ」と訳
しています。試練は純粋になる為なのです。清められていく姿です。
朽ちるものにあなたの目線が向かって行っていないかをぜひもう
一度考えてください。

自らの命を心配し自らの財産に目を向けたファラオは，大切なも
のを失ってもそこに気付きませんでした。息子を失ったファラオ
は，モーセを追って二つに割れた海に入っていき，多くの兵士の
命を失いました。誰かのためにしてあげる良い行為も，自分の存
在意義の為であるなら執着です。正しいものを求めようとしても，
一部罪が私たちの心にはびころうとします。だから過ぎ越しの祭
りで最初に 7 日間種のないパンの祭りがあるのです。自分の生涯
の中で本当に罪の根がないかを見極めなさいという意味なのです。

　今年神様の前で純粋な人でありたいと願います。あなたの目線
は，朽ちない天に携えられているでしょうか。どこに宝を蓄えよ
うとしていますか。あなたの心に過ぎ越しの区別をしていますか。
もう一度罪を覆ってもらう必要があります。そのためには自らが
罪を犯したことを知らなければいけません。当時，過ぎ越しの祭
りの時期になると人々が集まってきて犠牲を捧げました。そこは
血の海になったと言われています。皆さんも自分の心に過ぎ越し
の血を塗ってほしいと思います。しかし，神様は罪を責めるため
に塗れと言っているのではありません。私が犠牲になるからもう
罪を繰り返さないようにと言われているのです。イエス様も，あ
なたの代わりに悔い改めることを通して，十字架で彼らの罪を許
してくださいと祈りました。そして，私が背負うからあなたはも
う生贄を捧げなくてよい，だからもう罪を犯さないようにしなさ
いと，命がけの愛を表していきました。

アメリカにアーミッシュという集団がありますが、2006 年その
なかで事件が起きます。アーミッシュの子どもが 8 割を占めてい
た学校に、銃を持った男性が押し入り、先生、子どもを合わせ 5
人が殺され、その直後、犯人も自らで命を絶ってしまうという悲
惨な事件です。しかしその後の目撃証言でいろんな事がわかった
そうです。まず犯人が銃を持って入ってきたとき、年長者だった
女の子がみんなの前に立ち彼らを守ろうとしました。しかし犯人
は躊躇なく彼女を打ち殺しました。そんななか、彼女の妹が同じ
様に立ち上がり、みんなを守ろうとして打ち殺されてしまったの
です。事件後、彼女達の祖父がアーミッシュのみんなに語りました。
「私達の心に憎悪と怒りが押し寄せて来る。しかしそこに心を向け
てはいけない。そこに執着することで今以上に苦しむことになる
からだ。」その後彼らは犯人の家族のもとに向かい、犯人の奥さん
と子どもを哀れんだそうです。そして葬儀の席にその家族を呼び、
「一番つらいのは彼らだ」と語ったそうです。そしてお互いに神様
の大きな癒しと回復が起こり , その葬儀は、言うまでもなく未だ
かつてみたこともないような素晴らしいものとなったそうです。
憎しみに執着してはいけません。聖書は人を赦し愛するように語
られているのです。

　あなたが執着しているものから離れてください。人は新しく生
まれ変わると変わります。人が変われない理由は，過去の執着です。
正しく生きるとは，私たちの心の中にある純粋さを見極めること
です。私たちは神様の目線で朽ちないものに目を向けなければな
りません。私たちは，目に見えるものに結果を見出そうといますが，
そこで大局を誤ります。大観とは，目に見えないものを見ることで，
目に見えるものを誤らない決断です。あなたの生涯に渡るよい決
断をしていかなければなりません。罪を理解し，許された者が覆
われる恵みを知ってください。命がけであなたのために犠牲になっ
た人がいるからこそ，自らの人生を正しく決断していきましょう。

「朽ちないものを求める人生」   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Ⅰペテロ1：３～９

　　　

あなたの目線は今どこにありますか

過ぎ越しの祭り

憎しみという執着

黒い羊効果の絵から

執着は朽ちることに目を向ける

試練は「純粋さ」～第 1ペテロ７節

執着は道を外す
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鈴木たかよ

平澤瞳

岩本嘉津代

佐々木芽生

小根久保伸彦
全本みどり


