
　

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２４日）

行司 伝道師
河島 稜
牧 三貴子
西嵜 真由美

山本 麻美
楢村 明子
富岡 美千男
全本 みどり
鈴木たかよ
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　アモス書6章～９章　オバデヤ書１章　　
　　　ヨナ書１章～２章  水アモス９　金ヨナ1  

「SDGsの研修を受けて」「SDGsの研修を受けて」
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

佐々木結心郎

渡辺和香子

　　

西嵜孝之

堀川敬泰

（ ２０２１年１０月１０日 ）

（要約者： 秋山恭子 ）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

　特別礼拝
　天野先生

　今週は、アモス書 (6 章～ 9章 )、オバデヤ書、ヨナ書 (1 章、2章 )
となります。ホセア書から小預言書と呼ばれる部分に入り、旧約聖
書もラストスパートになってきました。オバデヤ書を読み進めるに
あたり、先々週の通読のツボでも出てきたヤコブとエサウの兄弟が
大きく関係します。この書はイスラエル民族が長年敵対しているエ
ドムの民に向け語ったものです。このイスラエルの民はヤコブを先
祖とする民族です。そして、今回語られているエドム人がエサウを
先祖とする民族です。南ユダ王国が、バビロン軍に攻撃された時エ
ドム人は喜び、バビロン軍を助けました。エルサレムが敗れると略
奪をはじめたエドム人に対して、神は罰としてエドムを滅ぼすと言
われました。解決に至らなかった兄弟の確執が時を越えて大きくな
り国と国との確執に発展しています。親の財産をめぐって兄弟が争
うという話を聞く事がありますが、この時代の長子の権利とは、父
の死後、他の兄弟の 2 倍の物を相続できる事と、神に属するものと
され、特別な価値があると考えられていました。今の時代の遺産分
配と違い、確定された大きな価値がありますから、些細なことでは
ありません。しかし、けんかは些細な事でも大きな確執に繋がるこ
ともあります。神様の前に素直な心で出て、問題や確執が大きくな
る前に解決していただきましょう。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄 
行司 佳世 伝道師
富岡 牧

　

10 月の誕生者
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淺野 恵子 

　スティーブン　スピルバーグという映画監督がいます。彼は、
撮影のとき悩まないそうです。なぜ悩まないのでしょうか？
彼はゴールがわかっているからです。途中がどうであれ、そこ
に行けばいいわけです。だからリハーサルはしないそうです。
リハーサルをすると、そこで労力を使って、本番元気がなくな
るからだそうです。みなさんは人生のリハーサルをしますか？
できません。人生も毎日が本番です。あなたのその日その日が
積み重ねです。いま先が見えなくても大丈夫なのです。あなた
が諦めなくて信じていれば、一時あなたの望み通りにならなく
ても、それが意味があって、それはこうだった、と後になって
わかります。結果、あなたの人生にとって有益になります。
だから私たちが願わなくてはならないのは、その途中ではなく
結末がどうなのか、ということです。私はここに行くんだ！と
いうことがわかっていれば、途中はどうであってもいいのです。

　「ふさわしい」とは何ですか？ふさわしい生活は経験から学べ、
ということです。ふさわしいかふさわしくないかは、多くの場合、
自己判断でなされます。聖書に何を書いてあるかというと、そ
の人の経験です。その人がどうやって生まれてどうやって死ん
だのか、それが書いてあるだけなんです。私たちは知るのです、
聖書の中の歴史から。ふさわしいのは何なのか？どうして彼が
ふさわしくなかったのか？はじめからふさわしくなかったの
か？私たちは自分よがりのふさわしいを選ぶと自信を失います。
なぜかというと、私たちが勝手に決めたふさわしいかふさわし
くないかは、間違うからです。子育てがそうです。親はみんな
愛する子のために良かれと思ってします。でも失敗することが
あります。なぜでしょう？それは、父として、母としての経験
がないからです。でも聖書にはどうやれば良いか、ちゃんと書
いてあります。ふさわしい生活は経験からしか学ぶことができ
ません。ところが、私たちは経験から学ばず、知識から学ぼう
としてしまいます。だから神さまは私たちに経験をさせます。
　ピリピ 1：30 に「経験しているのです。」と書いてあります。
何を経験しているのでしょうか？ピリピ 1：29 に「苦しみを」
と書いてあります。苦しむことを経験しているのです。パウロは、
ピリピの人たちに経験させたかったのです。なぜ、ふさわしく
生活しなさい、ということばをわざわざ使ったのでしょうか？
パウロは、ユダヤ人としてルールと規律を学んで生きてきたけ
れど、ローマ市民としてうまくやる方法を知ったのです。経験
したのです。どうやったら人をうまく動かせるか、牢獄の中に
あるけれど、人生の痛みの中にあるけれど、その痛みも経験して、
痛みを通るとうまくいくんだと経験したのです。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　ピリピ 1：27「福音の信仰のために」とあります。良い知ら
せを信じることができるようにあなたは奮闘しているのだ、と
いうことです。だからこの経験は、将来あなたに起こる良い知
らせを信じることができるためだ、ということを言っているの
です。
　神さまは、あなたに神の国の市民権を与えて、あなた自身が
どうやって生きれば良いかをちゃんと教えて、あなたが自分で
決断できるように育てて、いざというこれからの難しい時代に、
そこをあなたが問題なく、最後あなたに約束されたものを勝ち
取るために神さまが教えた方法は、経験して知れ、ということ
です。
あなたが人生で苦難にあったときうまくいく方法は、経験した
ことをすればいいのです。でも経験したことがないことがほと
んどだから、聖書を読めばいいのです。聖書の中には、どうやっ
たら失敗し、どうやったらうまくいったかを経験した人のこと
が書かれているのです。自分の判断で決めないでください。ふ

さわしい生活は、聖書の中に出てくる人物を見れば、どうやっ
て生きたらふさわしいかわかります。

　あなたがその場所に生まれて、その場所に置かれて、今そこ
を通っているときに、あなたがそこで学べれば豊かな祝福が
待っている、と聖書は教えていることを知ってください。パウ
ロはそのことを命をかけて牢獄の中から伝えています。間違っ
たことをしてはいけない、親であるものはどうあるべきか、子
どもはどう生きるべきか、私たちがどう進むべきか、どう判断
すべきか、子どもたちはどう経験すべきか、面倒くさいからや
らないのではなくて、苦しいから逃げるのではなくて、誰かを
恨んで人のせいにするのではなくて、あなたがそれを経験でき
たことで、あなたは多くの祝福を受けるのだとパウロは言って
いるのです。答えはわかっている。その答えを得るために、あ
なたは右にも左にもそれてはならないと伝えているのです。
　私たちは一時の感情に流されやすいものです。神さまはコツ
コツコツコツその人を成長させながら、その人がその人のふさ
わしい人格になったときに、その人に任せられるギリギリのも
のを任せるのです。任せられているということを知ってくださ
い。そして小さなことに忠実なら、あなたは多くのことを任せ
られるのです。すると、結果、あなたは祝福されていくのです。
　親は子に経験をさせなければいけません。子どもは苦しい環
境の中にあるとき、自分の思ったとおりにならないときにそれ
を乗り越えなければいけません。そうでなければ、あなたの願
いは生涯かなうことはありません。親の願いもかなわなければ、
子の願いもかないません。あなたが親の立場として色々な領域
で人々に経験をさせてあげること、同じようにあなたが経験さ
せられたのなら喜んで乗り越えること。特にあなたの願ったと
おりでない環境が今あなたを支配しているなら喜んでくださ
い。

　

神に称賛される私たちの生き方　

ピリピ １:27～ 30　

最後に…

　あなたはこの世にあっては艱難にあいます。なぜなら、
あなたは経験しなければならないからです。あなたが願っ
たようにはまだならない。でも、あなたが乗り越えるとき、
あなたの領域は少しずつ、あなたの信頼は少しずつ広がっ
ていきます。気づいて後ろを見ると、あなたによって良い
影響を受け、あなたによって助けられる多くの人が与えら
れるのです。

キリストは私たちに生き様を見せたのです。
良いことばを残したのではなく、生きたのです。そして死
んだのです。生きるという死に様です。

みなさん、間違った考えを持たないでください。あなたが
やらなかったことを次の世代がやるわけがない、あなたが
できなかったことをできるわけがない。だからこそ、今、チャ
レンジするのです。あなたが乗り越える姿を見て、子ども
は乗り越えていきます。あなたが戦う姿を見て、子どもは
諦めないんです。でも、私たちは弱いのです。できないの
です。だから主に頼むのです。

「主よ、私の心をつくりかえてください。弱い私の心を癒や
してください。誰かのせいにして、誰かに依存して生きよ
うとする弱さをとってください。あなたがご自分を無にし
たのだから、私も自分を無にしてください。植えられたと
ころに喜んで生きます。」

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~

　 あるクラスで、牧先生をゲストティーチャーとして SDGs の授業をしてい
ただいた際、先生の話を聞いて、泣いている女の子がいました。フィリピン
人の父をもつハーフの子でした。フィリピンでは裕福と貧困の差が激しく、
スラムや路上で生まれた子は学校も行けず、幼い頃から家族のために働いて
いる。犯罪に巻き込まれるリスクも高い…最初、私はその子はフィリピンの
悪口を言われたと思って泣いているのかと思いました。でも、聞いてみると、
その子は泣きながら、こう言いました。「私の知ってるフィリピンは全然違っ
た。私は今まで何をしてきたんだろう…」授業の後、その子は自分で何かで
きないか本気で考え、自分のお小遣いで蜜蝋（みつろう）を買い、蜜蝋ラッ
プを作り始めました。それは、決して便利なラップではありませんが、洗っ
て繰り返し使えるものです。海洋プラスチックの問題解決の一助になると、
小さなことでもいいから、実際に行動にうつしてみようと考えたのです。
　先日その子が学校に来て、中学校進学後に文化祭で蜜蝋ラップを紹介し、
広めていることを嬉しそうに教えてくれました。そして、その蜜蝋ラップを
クリスマス SDGs に提案したところ、採用されたことを聞き、とても嬉しく
思いました。私はその子を誘ってみようと思っています。また、夏休みの職
員研修で、牧先生の「SDGs は、おせっかいである」という講話を聴きました。
誰一人として、取りこぼすことのないよう、何か問題が起きた時、相手の問
題を指摘したり、裁いたりするのではなく、その人の困り感に寄り添い、おせっ
かいを焼き続けられる人になりたいと思います。

『あなたがたのうちのだれかが羊を百匹持っていて、そのうちの一匹をなくし
たら、その人は九十九匹を野に残して、いなくなった一匹を見つけるまで捜
し歩かないでしょうか。見つけたら、喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って、友
だちや近所の人たちを呼び集め、「一緒に喜んでください。いなくなった羊を
見つけましたから」と言うでしょう。あなたがたに言います。それと同じよ
うに、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない九十九人の正し
い人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。』
ルカの福音書　15章 4～ 7節

早天祈祷会6：00~

黙示録　福澤師

14 日　高橋未衣　　
16 日　池田優香
　  西嵜陸

29 日　明石和也
　　　 日名幹雄　　
　　　 牧尉太
30 日　渡辺和香子
　　　 

ふさわしい生活ふさわしい生活

早天祈祷会6：00~

23 日　佐々木結心郎
25 日　西嵜孝之
26 日　藤原柑奈
27 日　原田安祐美
　

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

　２日　曽我一裕
　　　　岡本絆　　　
　７日　野上裕美子
　９日　河島弘子　
　　　  
　　　  

　11 日　石坂美緒
　　　　 石原奈々絵
　12 日　淺野省吾
　　　　 北殿雅一　　

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

　

原田安祐美

　

　　　

　　　 

　

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~

悩まない人生悩まない人生

私たちのトリセツ ( 取り扱い説明書 )私たちのトリセツ ( 取り扱い説明書 )

経験という祝福経験という祝福

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

　  各自

       各自

教会礼拝チーム

三貴子チーム
岡本家チーム      

岩﨑優輝   横山栄子

藤原柑奈

牧一穂 先生

　　

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

明石和也　日名幹雄

　サントピア

主日礼拝
牧尉太

 ～ふさわしい生活＝経験から～

14 日　高橋未衣　　
16 日　池田優香
19 日　横山栄子
              岩﨑優輝

野外活動

　

松崎智裕　牧征實


