
　

礼拝開始（10時15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

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（１０月３日）

唯恵 伝道師
日名 洋
西嵜 孝之
李雋英・澤口明子

山本 麻美
行司 伝道師
秦泉寺 朗子
藤原 友規子
岡本 英樹
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ホセア書2～ 8  水 5金 7

「神様が解決してくださる」「神様が解決してくださる」

司 　 　 会
代 表 祈 祷
献 　 　 金

準 備 賛 美
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）
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：
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

曽我一裕　岡本絆

河島弘子

池田優香

　　西嵜達也

石坂美緒  石原奈々絵

（ ２０２１年９月１９日 ）

（要約者： 神達良子 ）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

　今週はホセア書 (2 章～ 8章 ) を読み進めていきましょう。
6章は「さあ、【主】に立ち返ろう。」という言葉で始まります。
一見今まで神様に対して犯してきた事を悔い改め、神様の道へ
戻ろうとしているように見えます。しかし 1～ 3 節は、国が
滅びる危機に直面して救いを求める為、祭司たちにより書かれ
た祈祷文だろうと言われています。この式文を唱えることで、
神の怒りを避けようとする試みでした。ですから、イスラエル
の罪には触れず、罪の告白も、生まれ変わろうとする決意はな
いものでした。4 節以降で、イスラエルの心も生活も変わって
おらず悔い改めが純粋でない事を示され、裁きが下ることを語
られています。神様は、一連の地名を上げイスラエルの罪を描
かれました。アダムがエデンの園で契約を破ったように、イス
ラエルが約束の地カナンで契約を破ったことを示されました。
旧約の時代は罪の贖いの為、多くの生贄が捧げられてきました
が、この章で神様は誠実を喜ぶことを語られ、全焼の生贄より、
神を知ることを喜ぶと言われています。日々の祈りの中で、神
様に素直な心で祈れない時、形だけの、口先だけの祈りになっ
ていないでしょうか？「なぜ、そのような心なのか？」をも神
様の前に差し出して癒していただきましょう。

牧 一穂 牧師
河島 稜 
岩﨑 祥誉
岡本 英樹

　

9 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

藤原 友規子

　お菓子メーカーの森永製菓の創業者である森永太一郎さんは、若い
ころ陶器販売の仕事をしており、陶器を売るために渡米しました。し
かし、事業はなかなかうまくいかず途方に暮れたある日、公園のベン
チに座っていると一人の老婦人からアイスキャンディーをもらいまし
た。初めてアイスキャンディーを食べた森永さんは、そのおいしさに
感動し、日本に帰ってお菓子職人になることを決意しました。また、
ある老夫婦の家で家事手伝いの仕事をしたときのことです。
その当時、日本人は差別されることが多かったのですが、その老夫婦
は森永さんに優しく接してくれました。そのクリスチャン夫婦と接し
ていく中で、森永さんは洗礼を受けることにしました。日本に戻り仕
事に忙しくしていたころ、森永さんの妻は亡くなり、彼はもう一度人
生を見直すことになります。本当は自分は何をしたかったのか…。そ
んな折、関東大震災が起こります。彼は受けるより与える人生であり
たいと、被災者に無償でお菓子を配ったそうです。一人の女性と老夫
婦の信仰に立った行動が、森永さんのそれまでの価値観、そしてその
後の人生までも変えることになったのです。

　「氷点」…ある夫婦の娘が 3 歳の時に殺されてしまいます。それは
妻が夫ではない男性と密会中のことでした。夫は妻に詰め寄ることも
できず、亡くなった娘の代わりに女の子が欲しいとねだる妻に、復讐
心から自分の娘の殺人犯の娘とされる女の子を引き取ることにしまし
た。女の子は陽子と名付けられ、母親から愛情を受けて育ちます。し
かしある日母親は、陽子がかつて自分の娘を殺した犯人の娘であるこ
とを知ります。それから母親は陽子に愛情を注げなくなり、ひどい仕
打ちをするようになります。また陽子も、自分がこの夫婦の子どもで
はないことを知り、傷つきながらも明るく生きようとします。
　「塩狩峠」…主人公の永野信夫は、中学を卒業し裁判所に就職しま
した。作家でありクリスチャンでもある中村春雨と出会い、クリスチャ
ンとしての姿を学びました。成長した信夫は結納の日、札幌へ向かう
電車に乗りますが、その途中、電車が事故を起こし、客車は塩狩峠を
スピードを上げながら下っていきます。このままでは客車は転落し、
全員助からないだろう…。そこで信夫は自分の身を挺してこの客車を
止めるのでした。
「氷点」は一時の怒りや憎しみを晴らすため、何の罪もない一人の人
の人生を貶めてしまう話です。一方、「塩狩峠」では、主人公はクリ
スチャンと出会い、その姿を通して価値観を変えられ、自分の身を捨
ててまでも多くの人の人生を救うのでした。

　私たちは、愛するひとり子を十字架に架けるほどの大きな神の愛を
知り、価値観を変えられました。パウロも、自分の価値観に従い、そ
れに反する者を捕えていましたが、イエス様と出会い価値観を変えら
れました。「それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、
どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、
生きるにも死ぬにも私の身によって、キリストがあがめられることで
す。私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です。」（ピ
リピ１：20-21）クリスチャンを迫害していたパウロが、イエス様と
出会ったことで、恥じることなく大胆に語り、生きていてもたとえ死
んだとしても、自分を通してキリストが宣べ伝えられることを喜ぶよ
うになりました。私たちもこのように、たとえ今日死んでも益だった
と言える最期を迎えられることを願います。私たちの信仰による行い
で、キリストを宣べ伝えることができ、誰かの価値観や人生を変えら
れることを信じます。

　
　ピリピ人への手紙は、1章は試練の中の喜び、2章は奉仕の中の喜び、
3 章は信じることへの喜び、4 章は与えることの喜びについて書かれ
ています。あなたは今どの過程にいますか？喜べないときに喜んでい
ますか？
「私の身によって、キリストがあがめられることです（ピリピ1：20）」
とは直訳すると「キリストが私の身体の中で大きくなることです」と
いう意味です。今、自分の中の「自分」はどれくらい元気でしょうか？
「あの方は盛んになり私は衰えなければなりません（ヨハネ 3：30）」
とあるように、バプテスマのヨハネは、イエス様が現れたときに自分
に死に、イエス様と共に働く者となりました。私たちも自分に死なな

ければいけません。なぜなら、自分の中の自分が衰えていないと、
私たちはここぞという時に判断を間違えてしまうのです。私たちは
一時的な感情や、目先のこと、自分の欲や思いによって、神様が与
えようとしてくださっているギフトを手に入れることをできなくし
てしまっているのです。

　
　自分の心に潜む自分…これが生きているため、私たちは蝕まれて
しまいます。パリサイ人はルールをたくさん作り、それを守れない
人を裁いていました。誰もが罪を犯すのに、人と比べてまだ自分は
ましだと思っているのです。原罪は、自分も相手も罪人にしていた
のです。私たちは罪人の頭ですが、イエス様の十字架によって赦さ
れた罪人です。ルールを守れというのではなく、私たちはルールを
守ることができないことを知らなければいけません。聖書は、私た
ちは赦されたからこそ、相手を赦し、愛し、共に励ましあえるよう
に努力しなさいと教えています。
物質や恋愛至上主義、地位や名誉に目線が向くなら、その目線を取
り去らなければいけません。私たちは自分の分を超えて持ってしま
うと、それを正しく扱えず罪が増えてしまいます。私たちは欲で生
きてしまうので、魂やお金などを管理する能力を持っていません。
ですから、自分の思いや価値観、ルール、目線を捨てて、心の中に
潜む自分を衰えさせる必要があるのです。

　私たちの心の中では「偽物の自分」と「本物の自分」が戦っています。
自分に衰えるとは、「偽物の自分」を衰えさせ、「本物の自分」に生
きることです。本物の自分は神様が中心にいてくださって、その方
から出される命令を喜びます。なぜならば神様は私たちを愛してく
ださっているので、私たちが痛むような命令を出すことはなく、こ
の命令は私たちの重荷にはならないからです。心の中で、「本当はこ
うするべきだ」という声が聞こえているはずです。その声に「はい」
と応答すべきですが、目の前のことに囚われていると「はい」と応
えることができなくなるのです。
私たちは自分の思いと価値観を整理して、古いものを取り去り、今
までのルールを捨て、比較をやめて、目線を変えなければなりません。
目に見えるものではなく、目に見えないものが大切だと私たちは知っ
ているのです。

　三浦綾子さんは自分の娘を幼くして亡くしています。三浦さんは
その痛みを通り、「氷点」の母親に自分を重ね、欲や誘惑に遭う原罪
があることを描きつつ、「塩狩峠」の永野青年のように生きたいと、
キリストの道を描いています。イエス様が鞭うたれ、手に杭を打た
れたのは、私たちの本当の心が戦いに打ち勝つためです。欲や自分
の弱さに打ち勝ち、受くるより与える人になるためです。

「神に称賛される私たちの生き方」
～自らが衰えること～ ピリピ １:２0～ 2１　

最後に…

私たちは原罪があるので、どれだけ豊かになっても心の渇きは満
たされません。原罪とは自分自身という罪です。人を指さし、裁
く罪です。他の誰かではなく、私が罪人であり、私がイエス様を
十字架に架けたのです。イエス様はそんな私たちのために手足に
杭を打たれ、私たちの生きる道を整えようとしてくださいます。
その十字架に目を向けるとき、私たちは自らの罪を認め、赦され
た罪人として相手を赦し、生きることができます。

■祈り
「どうか私の罪を赦してください。私は自分が罪人であることを
忘れていました。自分の思いやルール、目線も価値観も捨てます。
私が赦された罪人であることを思い起こさせてくださったことに
感謝します。」

セル祈祷会
早天祈祷会6：00~

　今、実家の周辺で庇を大きくする工事をしています。この工事に、近
所に住む、昔からよく知る方が苦情を言ってこられました。「庇が大き
くなったら、自分の畑に陽が当たらない。」と。
私にはいつも気さくに話しかけてくださる方だったので、小さなことで
揉めるのは悲しい思いでいました。詳しい方に相談してみても、問題な
いとのことでしたが、「話し合いにならないなら、しかるべき方法を取
らなければならない。」という夫に、「聖書に自分で報いちゃいけないっ
て書いてあるよ。」とローマ書 12 章を伝えました。その時、夫は聞き流
すこともなく、でも何も言いませんでした。「誰に対してでも、悪に悪
を報いることをせず、すべての人がよいと思うことを図りなさい。あな
たがたは、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。」（ロー
マ 12：17･18）とはいえ、現実どうすればいいのだろうと考えていました。
　それから２週間ほど経ち、その方が大きな怪我をされました。入院で
きず自宅に戻られたのを聞きましたが、一人暮らし、食事の用意もでき
ないその方に、差し入れを届けていました。ある日、伺うと近所の人も
数人来ていて、「あんたに意地悪をしたけん、バチが当たったんかもし
れん。悪かったな。工事は進むように言うとくけん。」と言われました。
私達も「相談しなくてごめんなさい。」と言いました。「神様が報いてく
ださった！奇跡を起こして下さった！」というより、なんだか静かに思
いました。この方は夫を子どもの頃からよく知っている大切な近所のお
じちゃんなのだと。両親が地域で大切に関係を築き、長い間いっしょに
生きてきたのだと。意見が食い違うことがあっても、壊さなければ戻ら
ないはずがない。こじれてしまうとすれば、自己中心な思いで正しいこ
とができないからなのだと…。
問題があると、早くどうにかしなきゃと思いますが、最善の解決は私達
にはわからない、神様に聞き従うことの大切さを思いました。

主のいつくしみは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にあ
り、その義は子らの子に及び、 その契約を守り、その命令を心にとめて
行う者にまで及ぶ。（詩篇 103:17-18）

早天祈祷会6：00~

8 日　  藤原友規子
　　　 佐藤仁実
13 日　牧希穂乃
              カスティロ彩美

　

19 日　富岡千秋
　　　 富岡牧
20 日　楢村紗英
　　　 澤口明子

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

三浦綾子さんの『氷点』と『塩狩峠』三浦綾子さんの『氷点』と『塩狩峠』

早天祈祷会6：00~

16 日　鈴木智子
　　　 岩﨑晃輝
17 日　小林茂
18 日　丸井克己

早天祈祷会6：00~
　　20：00~県北祈祷会

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

セル活動

　１日　新開彩
　　　　淺野愛可
　　　　村部稜太
　 2 日　三戸悠暉　
　　　  
　　　  

  2 日　那須陽子
　　　 眞砂永一
  3 日　青木容子　　

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

　泉水京子

　

　　　

25 日　永井千愛
27 日　西嵜達也
29 日　泉水京子
　　　 

高橋未衣

　

早天祈祷会6：00~ ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

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~

森永製菓の創業者、森永太一郎森永製菓の創業者、森永太一郎

生きることはキリスト、死ぬことも益です生きることはキリスト、死ぬことも益です

本物の自分に生きる本物の自分に生きる

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

原罪とキリストの十字架の戦い原罪とキリストの十字架の戦い

自分が衰えること自分が衰えること

「捨てるもの①自分の思い・価値観　②ルール　
③目線（物質、恋愛至上主義、地位名誉）」
「捨てるもの①自分の思い・価値観　②ルール　
③目線（物質、恋愛至上主義、地位名誉）」

主日礼拝

　  各自

       各自

教会礼拝チーム
澤口家チーム

　  

      

　北殿雅一  淺野省吾

岩﨑優輝   横山栄子

　　

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

セル活動

佐々木結心郎


