
　

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
（１１月７日）

唯恵 伝道師
岩﨑 祥誉
岡本 享子
藤原 友規子
富岡 牧
山本 麻美
行司 伝道師
山本 洋子
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泉水 京子
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　　　ミカ書6章～ 7章　ナホム書１章～３章  
　　　ハバクク書１章～２章　  水ナホ２　金ハバ1  

「守られているから大丈夫！」「守られているから大丈夫！」
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富岡美千男

　堀川敬泰

藤井サト

佐々木亮祐

（ ２０２１年１０月２４日 ）

（要約者： 全本みどり ）

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

　今週はミカ書 (6、7 章 )、ナホム書 (1 章～ 3 章 )、ハバクク
書 (1、2 章 ) を読み進めていきましょう。ボリュームの少ない
小預言書に入り、どんどん進んでいきますね。今回はナホム
書について触れてみたいと思います。南ユダのヨシヤ王が治
めていた時代の預言者ナホムによって書かれたもので、おご
り高ぶるアッシリア王国へのさばきが宣告されています。そ
の首都であるニネベの徹底的な荒廃を、ニネベの最盛期に確
実に預言しました。皆さんまだ記憶に新しいと思います。先週、
先々週に読んだヨナ書の舞台となっていたのがこのニネベで
す。このナホム書の時代からさかのぼる事約 150 年、ヨナに
よって語られたメッセージでニネベの民は王様も含めて罪か
ら離れ、神に立ち返りました。しかし、長い年月を経過して
再びニネベは罪の奴隷となり、神のさばきを受ける状態となっ
てしまいました。私たち人間は漏れることなく全員、罪の性
質をもって生きています。罪を悔い改め、神様の道に戻る決
断をし歩んでも、再び罪を犯してしまう事があります。しかし、
私たちが犯す罪や失敗、思い悩みも全てご存じでなお私たち
を愛して下さる神様です。その神様が今週も導いて下さいま
す。信じてつき従っていきましょう。

天野 弘昌 牧師
河島 稜 
西嵜 芳栄
池田 優香

　

10 月の誕生者
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鈴木 たかよ 

農と食のWS

　フロイトは、４才までに潜在意識が固定され、それ以降は潜在意
識に基づいて行動するので変化できないのだと言っています。幼い
頃に誰かから言われた言葉が人生において大きな影響を与えている
ということがわかります。あるスーパー発明家の話です。彼は１５
歳の頃に受けた試験によって教師から劣等生というレッテルを貼ら
れるようになりました。それからというものどんな仕事をしても失
敗し自分を劣等生だと信じるようになりました。彼は幼い頃から親
に「お前なんか生まれなければ良かった。」とずっと言われてきまし
たが、そうではないと思って頑張っていました。ところが１５歳の
思春期の時に先生から言われた言葉が幼い頃に言われた言葉と結び
ついてしまったのです。４才までの記憶は一度４才で消されます。
潜在意識というのはそれまでに受けた傷の記憶をいっさい消してそ
の時点でリセットされるのですが、脳には非常に色濃く残されます。
そして、思春期を迎え親から離れて自分で生きていこうとする成長
の時に親ではない誰かから言われる言葉は潜在意識に土台を与える
ため非常に大きな影響を与えます。結果、彼は自分は駄目だと信じ
たのです。ところが３６歳の時に偶然無料で IQ テストを受けられ
る機会があり、自分はどれだけ駄目なのかを確認するために受けて
みたところ１６１もあったのです。彼は天才だったのです。学校の
テストの記憶に関してだけ問題があっただけで、目の前に入ってき
た情報を処理する能力はとても強かったのです。彼は自信を取り戻
しスーパー発明家になりました。

　
　草地の穴に落ちた車を馬で引っ張り上げることに成功したという
出来事がありました。草地にはまってしまった車は車では引っ張れ
ません。同じ車なので同じようにはまってしまいます。けれど馬は
ヒズメがあるという特徴を馬の飼い主はよくわかっていたので馬を
使って引っ張り上げることに成功しました。

　私たちは「自分」があるので心をなかなか一つにすることができま
せん。文化は人生に大きな影響をもたらします。日本では大学を出る
べきだという文化があります。その理由は大いにして良い会社に入り、
結婚して家を建て安定した生活を送るためというものです。ところが、
他の国では違います。私達は自分の国の文化がすべてだと思っている
ので間違うのです。すべての人が知識を身につければいいというもの
ではありません。勉強することで本来の才能が細って行く場合があり
ます。本来、その人の才能を伸ばすためにしておかなければならない
時間に他のことをさせられるというのがまさに日本の教育です。同じ
ことを皆にさせるのです。例えばずっと絵を描いていた方が良い子が
いても時間割に沿ってやめさせ次の勉強をやらせます。その子は集中
してもっと描きたいのですが決められた時間しかないのです。他の子
にはない一日でも描いていられる集中力を持っていたとしても時間区
切りで終わらせてしまう訓練を受けてしまったら集中して描いていら
れなっていきます。その子にとって最善は違うのです。私たちは自分
の在り方を変えなければなりません。
　ピリピ１章は試練の中の喜び、２章は奉仕の中の喜びでした。奉仕
とは私達の生き方そのものでした。その生き方は「自己中心や虚栄か
らすることなく」（2:3）とあります。虚栄とは「自分は人よりも良く
見られたい」「自分は立派だ」「人よりも幸せになりたい」…そういう
気持ちで悪魔が一番好む言葉だと聖書は言っています。自己中心とは
「自分さえ良ければ」という心であり、日本に蔓延した心だと言えます。
それをやめてへりくだって「互いに人を自分よりもすぐれた者と思い
なさい」とありますが、これは自分は駄目で相手は素晴らしいのだと
思うことではありません。前述の馬の話と同じです。飼い主が馬の特
徴をよく理解しているように、私達が自分をよく知り、理解するなら
人を理解できるということです。聖書は教会を一つの体だと言ってい
ます。神様は私達一人一人を違うように造られました。それぞれが特
性を知っていることが大切です。

　人は人に触れて接してみて初めて自分はこういうことをやると嬉
しい、喜びがある、自分にはこういう能力があったのかということ
がわかり恵まれるのです。自由に泳いでいるカマスの水槽に透明の
仕切りを入れると何度もぶつかるのでその仕切りの向こうには行か
なくなります。その後、仕切りを取ってもあった所より向うには行
きません。エサを入れてもです。行けないと思っているからです。
ところが、そこに新しいカマスを１匹入れるとこのカマスは仕切り
のあった場所は関係なく自由に泳ぐので行けなくなっていたカマス
も一緒に行くようになります。同じように私たちは自分を勝手に閉
じ込め、その領域で生きているだけなのです。
　キリストは人ができなくなった「愛する」「誰かのために生きる」
ということを教えるために神のあり方を捨てて私達と同じ肉体を
もって人としての性質をもって来られました。そして、裏切る者、
差別されている人、自分を小さくしている人のところへ行って愛し、
知識に高ぶり傲慢になっている人達のところへ行って愚かであるこ
とを教えました。その人が見失っている世界を見せ、「愛する」「誰
かのために生きる」ことはできるのだということを教え、価値観を
変えたのです。

　生まれつき両腕両足がない牧師ニック・ブイチチさんは、自分が
このように生まれてきたのは「この人が罪を犯したのでもなく、両
親でもありません。神のわざがこの人に現われるためです。」とい
う御言葉を信じ、価値観が変わりました。彼が行くだけで勉強がで
きなくなっていた子ども達が力づけられ、劣等感に陥っていた子ど
も達が一瞬にして治るということが起こっています。これが神様を
信じた人の人生です。私達も人と比較して自分を駄目だとすること
をやめなければなりません。神様に愛されていること、今思ってい
る自分とは違うということを信じることが従うことです。私達は神
様の作品なので良い行いのスイッチは造られた時から組み込まれて
います。このスイッチはあなたが決めつけたあり方を捨てた時にみ
つかります。自分はこうなんだと決めつけて狭い中で生きているう
ちは仕切りを越えられなくなったカマスと同じで本来泳げる領域へ
は行けません。神様が与えて下さっている能力を知って次のステッ
プに行くことができたら、草地の穴にはまった車を助けたあの馬の
ように、ニック牧師のようになるのです。
　そしてあなたにかかわる人はあなたによってその能力が見出され
ていくのです。それゆえにあなたは置かれた場所でリーダーと呼ば
れるようになるのです。そして、リーダーというフォロワーとなっ
て多くの人を助けるのです。私たちは神様の作品であることを知り
スイッチを見つけましょう。

神に称賛される私たちの生き方
ピリピ 2 : 3 ～ 13　

祈りましょう…

神様、私を見つけてくださってありがとうございます。

私が決めつけたあり方からあなたが造ってくださった本当
の姿に帰ることができるために痛みをすべて引き受けて十
字架にかかって下さり、幸せになれと言ってくださったあ
なたの愛を感謝します。

目を覚まして自分のあり方を捨て、神様が造られた本当の
自分を見つけることができるように導いてください。　　
　　　　　　　　　　　　

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　私の住む町でも少子高齢化が顕著になり、中学校に続いて小学校と園も統合・
再編を迫られています。どのような小学校・園が町の子ども達に最善かを考え
る会議が行われ、私も一地区の代表者として参加させて頂きました。教育の何
たるかも知らない一保護者ですが、地域の方々と話し合い、他地区の方々と検
討し合いながら、意見をまとめ、会議で発表してきました。しかし思うように
意見が伝わらないと感じました。会議の行われた９カ月の間に、次男も小学校
に入学したり、また主人が病気を患ったりする中、会議に時間を取られること
にもどかしさもあり、会議が終了した時には、自分自身も精神的に不安定になっ
ていました。毎日聖書を読んでもなかなか良い知恵も浮かばず、コロナ禍の中、
教会の友人にもなかなか相談できず、文句を言っては神様に祈るしかありませ
んでした。そのような中、ふと YouTube でメッセージ「感謝しましょう！」
を見て、自分に今与えられている感謝を改めて書き出してみました。するとだ
んだん、自分がどれだけ愛され恵まれているかが、心にどっと広がり、感謝で
いっぱいになったのです。学校統合の会議に関われたことで、普段関わること
のない多くの素晴らしい方々とじっくり語ることが出来ました。また教育につ
いて調べるうちに、特に西洋教育史において聖書の教えは早くから定着してい
たこともわかり、礼拝メッセージでもよく聞いてはいましたが、改めて自分の
子どもたちへの教えとして確信を持って実践していけるようになりましたし、
教育現場に欠かせないことと確信が強まりました。

申命記 6:7『これをあなたがたの子どもたちによく教え込みなさい。あなたが
家にすわっているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これ
を唱えなさい。』

また、自分の心が文句から感謝に変えられると、他の人の良いところがよく見
えて、お互いに感謝の念と笑顔が増えました。イエス様が、ご自分を無にして
仕える者の姿をとり、私の心を癒やし、感謝に変えてくださったからです。こ
れからも人生の嵐の中自分で自分をコントロールできない時、自分を責めるの
でなく、神様に守られると信頼して待ち望み、イエス様に従い、証し続ける人
生とされることに感謝して神様と共に歩めますように。

ピリピ 2:8-9『キリストは人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死
にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神は、キリス
トを高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました。』

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
　　　 

ｼﾞｮｲﾌﾙ ｷｯｽﾞ15：00~

能力をよく知っていた飼い主…能力をよく知っていた飼い主…

早天祈祷会6：00~

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

特　別　礼　拝特　別　礼　拝

　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~

　

三村洋子　秋山周平

　

　　　

　　　 

　

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~

本当は素晴らしい能力を持っていた…本当は素晴らしい能力を持っていた…

あり方を変えなければ…あり方を変えなければ…

自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。（ピリピ2:4）自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。（ピリピ2:4）

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~
主日礼拝

　  各自

       各自

会堂礼拝地区     

牧一穂 先生

日名良太

山口ヒサ子

　　

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

心を一つに  ～あり方を捨てる～

19 日　横山栄子
              岩﨑優輝
23 日　佐々木結心郎
25 日　西嵜孝之

　

松崎智裕　牧征實

牧尚美   酒井美津子

サントピア

ｼﾞｮｲﾌﾙ ｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙ ｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙ ｷｯｽﾞ15：00~

ｶｽﾃｨﾛｼﾞｪﾗﾃﾞｨｰﾝ

立藤佳子  高橋征之介

あり方をすてるために「従う」あり方をすてるために「従う」

　特別礼拝
　有賀先生
サントピア


