
　

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

日 月 火 水 木 金 土

藤原祐子　吉野晴道

横山菜月 

 主　日　礼　 拝 主　日　礼　 拝

来週の奉仕者
（２月２１日）

行司伝道師

西嵜芳栄
富岡牧
泉水京子
日名陽子　　　　
泉水浩
大宮東子
山本麻美
牧唯恵伝道師
岩崎雅弘
行司伝道師
酒井美津子
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　ユース礼拝やイベント等の時に、約 1 年前から PA
チームで照明の演出をするようになりました。
照明の演出をどのようにしていくか、賛美の曲、司会
者の思い、その時々、場面に合うような照明となるよ
うに心掛けています。それを準備するために、照明機
器の選択、カラーバランス、明暗調整、点滅等、いろ
いろ試しながら作り込みしていきます。そして、ベス
トなタイミングで照明を切り替えすることも大切なと
ころです。
そのために私は賛美を何度も繰り返し聞き歌います。
この 1 年は本当によく賛美を聞き歌い続けることがで
き、この奉仕を与えられたことによる恵みであり感謝
しています。また、この照明を作って行く中で私自身
が神様に触れ愛を感じる時となったり、みことばを受
け取ることができたことにも感謝しています。
照明の演出効果で、会衆に集まったみんなが、賛美を
おもいっきり歌い楽しみ盛り上がったり、また、神様
を求め、神様の前に信じて近づき、素直に賛美を捧げ
ていけるように、感謝を持って主をほめ歌うことがで
きるようにと願いを込めています。教会の家族、司会者、
奏楽者、PA 等、それぞれの思いがひとつになり、み
んなで一緒に心合わせ賛美できたらと思います。
詩篇 34-1～3: 私はあらゆる時に主をほめたたえる。私
の口には、いつも主への賛美がある。私のたましいは
主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私とともに
主をほめよ。共に御名をあがめよう。

　箴言12～18水 15金 17

「照明の演出を通して」
ユース礼拝やイベント等の時に、約 1 年前から PA

チームで照明の演出をするようになりました。
照明の演出をどのようにしていくか、賛美の曲、司会

「照明の演出を通して」
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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~

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~

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~

　　加藤優子

永井比和子

安田尚正　淺野祐稀 

　

那須澄雄

中島歩美

　　

（ ２０２１年２月７日 ）
（要約者：髙橋奈津江）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング 　逃走中

黙示録　福澤師

　今週も箴言 (12 章～ 18 章 ) を読み進めていきましょう。
16 章 1 節と 9 節は、「人は心に～」という同じフレーズで始
まります。私達は計画を持ったり、自分の道を思い巡らせた
りする中で、「こうなったら良いな」とか「こんな事になった
らどうしよう」等、勝手に妄想暴走族になっていないでしょ
うか？そして、自分の考えが正しいと思い、自分の考えに固
執してしまう事がないでしょうか？しかし、先週の箇所でも
あったように、全ては主権者である神様が握っている事です。
どのような結果になるかは、主が決定されますし、正しいか
どうかジャッジするのも神様です。導かれた道には重荷があ
るかもしれませんが、主は私達の重荷をも負って下さる方で
す。マタイの福音書 11 章でイエス様も、「わたしのくびきは
負いやすく、わたしの荷は軽いからです。」といって下さって
います。4 節に「悪者さえも～」とありますが、悪者を災い
にあうように計画し造られたという意味であり、英語の聖書
(TEV) に「邪悪なものは、滅びる運命にある」という風にも
書かれています。神様が悪の創始者という意味ではありませ
ん。主権者である神様の前にヘリ下り、主の計画と知恵を求
めましょう。そして、滅びの運命にある邪悪なものや愚かな
行いに惑わされない様、主の御名によって悪しきものは打ち
砕かれたと宣言しつつ歩みましょう。

牧　一穂　牧師
河島稜

日名洋
山本洋子
髙橋奈津江　

    ３日　下見嶺奈
    ３日　牧李香
　４日　近藤帆風
　　　　實金史恩
　　　　大澤正嗣
　　　　

　    ６日　佐々木芽生　
　    ７日    青江理江美
     　　   　亀澤侑美
    １２日　三村伸行
    １３日　全本みどり
　
　

１３日　小根久保伸彦
１４日　加藤優子
１５日　佐々木亜弥
１６日　西嵜芳栄
１９日　那須澄雄

２０日　新開晶子
２１日　永井比和子
　　　　太田幸子
２２日　舛田幸恵
２３日　山本麻美　　　　
　　　　

２４日　藤原大靖　　
２５日　藤原祐子
　　　　吉野晴道
２９日　山本信子

　　　　
　

２月の誕生者
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西嵜達也

聖餐礼拝
スモールファミリー 

 私たちは自分の問題はよく分かっています。しかし、なかなか改
善されないのは、具体的な管理を果たしていないからです。
ある脳科学者の本に、こう書かれていました。問題という現象が生
じると、脳は原因を追究して解決しようとします。嫌な問題を回避
するために、なぜそれが起きたのか原因を探ります。だから自分が
悪かったという嫌な原因には行き着かず、人や環境のせいにします。
この脳の構造を知れば、戦い方を変えることができます。例えば、
嫌な人に感謝するためには、感謝する原因を脳に探らせればよいの
です。すると、嫌な人だけど感謝なことがあったと思えることがで
きます。赦せない人がいるときに、「赦せ」と言うと、脳は赦す理
由を探し、赦すことができます。神様は、私たちが乗り越えられる
手段を脳に与えてくれています。

神を第一にする生活とは、「自分を第一にしない」生活ということ
です。自分を第一にするとは自己中心であり、安定を欠いた人生に
なります。計画を自分中心に立てると自分のために、自分が楽なよ
うに、自分に非難がないようにするので、うまくいきません。あな
たは、神を第一にする生活ができているでしょうか？

原則＝真理・本質と言い代えてもよいです。聖書はこのように言っ
ています。方法は何通りもあってよいが、原則はいくつかだけ。方
法は変わっていくが、原則を変えてはならない。しかし逆に、方法
論にこだわり大事なことを見失っている人が多いのです。やり方や
生き方の方法は変えず原則を変える、昨日今日言っていることが違
うがやることは変わらない。私たちは原則を理解することが大事で
す。
ここに出てくる金持ちとは、日本人のあなたのことです。途上国の
暮らしと比べて私たちはどれだけ豊かでしょうか。今日、もう一度
私たちの生活が原則に違えていないか、一つ一つの行いが良いかを
考えなければいけません。快楽にふけり自分の心を太らせ、欲望の
ままにむさぼっていませんか。私たちは任せられた物の管理、心の
管理ができているでしょうか。イエスは理不尽に死に至らしめられ
ましたが、抵抗しませんでした。私たちも責めに対して抵抗しては
いけません。合理的に判断して私は悪くないという理由にしてはい
けません。聖書には約 500 箇所に「信仰・祈り」、約 2500 箇所に「金
銭」に関して書かれています。神様はお金を用いて、人の値打ちを
測っています。お金に対してきちんと管理できているでしょうか。
最も小さなことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり、最も小
さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です（ルカ 16:10）。
今与えられているものをきちんと管理できていれば、次のステップ
のものを任されます。今もし困難に遭っているなら、その目の前に
ある最も小さいことと思えることに忠実になり乗り越えてくださ
い。職場や夫婦など人間関係に問題があるなら、その回復を通して
もっと大きな関係や絆の克服を任せたいと神様は思っています。神
はあなたの人生のチャレンジをゆるされます。神はあなたが自分で
進み、ズレた道を戻すきっかけを与え、戻ったときにその道へ行か
ない訓練をしています。

STP はガソリン関係のメーカーのロゴです。あなたは行動を実行
させる素晴らしいエンジンだが、ちゃんと使えないのであれば、大
きいエンジンを持たせるわけにはいきません。エンジンは制御させ
られる必要もあります。あなたは今やってはいけない時に動き暴発
するので、制御できずに失敗します。準備ができていないのに、べ
らべらと無益なことばを言い、大事なものを失います。お金がまさ
しくそうだと聖書は言っています。私たちに任せられている大事な
ことを神様は制御するように言われています。だから 2500 回も聖
書に出てくるのです。あなたが任せられているものの価値を知らな
いので、正しい使い方ができないのです。私たちは経済について考
えなければなりません。日本は経済的に豊かになりましたが、心は
貧しくなりました。神は豊かになるのを否定されていないのに、金
持ちと書かれているのを見て貧しくなければならないとクリスチャ
ンは勘違いしました。アブラハム、ソロモンは豊かでした。流して
いたからです。お金は流すものであって持つものではありません。
コントロールできているのであれば問題はありませんが、任された
ものを自己中心的に食い尽くしているのであれば、蒔く種をも失く
しています。日本は蒔いて収穫する必要がないので、蒔く種の価値
が分からなくなっています。種を失っているのであれば、刈り取れ

ません。教会に来ている人は、種を蒔くことを毎日学んで実践で
きるから幸いです。涙とともに種を蒔くものは、収穫の主ととも
に喜び叫びながら刈り取ることができます。

STPは、企業での分析の意味にも使われます。Segmentation（ど
んな人たちがいるのか）Target（その中でどの人に）Position（自
分たちはサービスをどう提供するか）です。ここではキリスト教
的 STPを学びたいと思います。
①「Stewardship 管理責任」あなたが譲ってはならないもの（本質）
を見極めて、方法は絶えず柔軟に新たに生きる、という管理責任
です。こうしたい・こうでなければならないという方法論を捨て、
本質・本来こうであるべきものを見つけてください。本質は愛に
基づくものです。方法はいろいろです。神に遣わされたそれぞれ
の場所で本質を表す。使命に立って、自分の持てるもの・考え方・
行動の一つ一つ・教会や会社や関わったすべてに対して、管理す
る責任があります。
②「Tithing１／１０」与えられた人生の１０分の１を種まきに使っ
てください。あなたの家庭が幸せになりたいと思うなら、隣や周
りの家庭のために使い、経済が祝福されたいなら、１０分の１を
種まきしてください。友人関係を良くしたいなら、友人のために。
仕事で成功したいなら、仕事に真剣に１０分の１を捧げるべきで
す。受けるだけになってはいけません。愛されたいなら、１０分
の１愛するべきです。持てる行える中から１０分の１を与えなけ
ればいけません。そうでなければ腐ると書いてあります。蒔くた
めにあるものを納屋に閉まっておくと虫に食われ錆びてしまいま
す。隣で困っている人がいる時に、喜んで与えることができてい
るでしょうか。
③「Planning　計画」ルカ 14:26 ～ 35　私たちの人生は、基礎を
築いても自分で建て上げようとしているのであれば、それを完成
させることはできません。私たちの人生は２万人の敵に対して１
万兵しかいないようなものです。私たちは全てを持っている神に
目を向けるべきです。神様は家族を捨てて来いと言っているので
はありません。神様を信頼して家族を捧げなさい、私があなたの
家族を守ると言われています。家族の関係が悪くても、神様が必
ず解決してくれます。捨てたために起こる奇跡は自分が変わると
いう奇跡です。そのために必要なのは計画です。弱点を突かれた時、
譲ってはならない本質、大事な原則、大事な真理を壊すような誘
惑に対して、計画を立てておく必要があります。自分の財産（父・母・
妻・子・兄弟・姉妹）を捨て、そのうえ自分の命までも惜しまないで、
持てる物理的なすべての物に計画を立てろと言われています。あ
なたが塩ではなくなっている理由は、自らでは建て上げられない
ものを建て上げようとするからです。自分の弱点を克服できなけ
れば、次のステップに行かないのです。克服する力は神様が与え
ますが、私たちはその時に神様に頼ろうとはしないのです。だか
ら神様を第一にする生活を送ることが大切です。私たちはプリク
ラッシュセーフティ（衝突安全）機能がありません。「主よ、なぜ
私はぶつかったのですか？なぜひどい目に遭うのですか」と、衝
突してから安全を求めます。神様はあなたにぶつからない方法を
教えてくれます。大事なのは、横から飛び出してきたときにどう
するか、という計画です。もう一度、STP を思い返してみてくだ
さい。私たちは１０分の１を神様に捧げているでしょうか。あな
たに問題が起きた時の計画を立てているでしょうか。問題が起き
た時、農夫のように貴重な実りを耐え忍んで待ってください。神
に委ね、種を蒔き、自らを管理し、耐え忍んでください。きちん
とコントロールして耐え忍ぶと雨が降ります。
わたしたちは言ってはならないことを言い、裁き合ってしまいま
す。嫌いな人が視界に入ってきた時、あいつ嫌いと思い浮かべて
脳に与えると、脳は構造上、さかのぼって、あの時もこの時も嫌だっ
たという合理的理由・証拠を探して思い出させます。だから、そ
の嫌いな人が目に入った瞬間、敵ではなく仲間と思うようにする
と脳は、憎むな、仲間である理由・感謝なできごとなどを探し思
い出せます。すると祝福を祈ることができるのです。人生は神が
与えた一度きりのチャンスです。神から与えられた目的を到達す
るために計画が必要です。安心のためではなく、蒔くためです。
だから７割で生活することが大切です。１割は神に返し、１割は
目的を達成するため、１割はあなたの隣で苦しんでいる人のため
に。貪ってはいけません。貪りには罪があるからです。食べるに
も飲むにも、神の栄光を表しましょう。

「すべてに神を第一にする生活」   
　　　　　　　　　　　　　　　　ヤコブ５：１～１０

　　　

すべてに神を第一にする生活

ＳＴＰ

方法は多い、しかし原則は少ない。
方法は変わる、しかし原則は変わらない。

STP　①Stewardship　管理責任
②Tithing　１／１０③Planning　計画

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~
セル祈祷会

西嵜芳栄

山本麻美

泉水敬子

藤原大靖

淺野恵子

平松由佳　日名洋 

佐々木亜弥

舛田幸恵

河島稜

新開晶子

泉水泰行

 

太田幸子


