
　

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１４日）

行司 伝道師
日名 洋
山本 洋子
鈴木 たかよ

山本 麻美
調整中
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「主のあわれみ」「主のあわれみ」
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要約（次週）
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

富岡美千男

平澤愛実  平澤義実

村部竜輝

藤井サト

佐々木亮祐

山本美保子

（ ２０２１年１０月３１日 ）

（要約者： 泉水浩 ）誕生者のお祝い

チャーチミーティング

　今週はハバクク書 (3 章 )、ゼパニヤ書 (1 章～ 3 章 )、ハガ
イ書 (1、2 章 )、ゼカリヤ書 (1 章 ) と 4 書をまたいで読み進め
ていきます。ゼパニヤ書も他の書と同じように、最初神のさ
ばきが行われる事が語られ、最後神によって回復がもたらさ
れる事が語られています。ゼパニヤが活躍した時代は、南北
王国時代の中でも良い王様としてよく知られるヨシヤ王が統
治する時代でした。しかしその 2 代前のマナセ王も、悪い王
様として有名であり、バアルの祭壇とアシェラ像の造営、万
象崇拝、まじない、罪ない人の殺害など多くの罪が積もって
いました。ヨシヤ王の努力にかかわらず、神のさばきが必至
であることが語られています。3章 8節の最後「全地はわたし
のねたみの火によって、焼き尽くされる」と書かれ裁きにつ
いて語りおえられます。そして、9 節から、神の恵みによって
民が回心し回復していく事が書かれています。17 節の「主は
喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎ
を与える。」部分は、父親がわが子の姿を見るかのような暖か
い眼差しが感じられました。この箇所の様に、神様は私たち
の事も見て下さっているんだなと改めて感じました。全てを
委ねて神様を頼り求めていきましょう。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵 伝道師 
岩﨑 祥誉
岡本 享子

　

11 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

大宮 東子 

　初代教会の時代には、聖書に書かれてあるような素晴
らしい神の奇跡が沢山なされました。私達も教会の伝道
に於いて多くの人に種を巻いて導く事ことを願ってきま
した。しかし、神様はあなたはが誰かに頭を下げて来て
くださいとお願いするのではなく相手から来たいと思え
る教会になりなさいと言われたのです。どのようにした
らなるのでしょうか？
それは「祈り」なのです。なぜなら、私の家は祈りの家
と聖書に記されているからです。教会は祈りの家である
事が重要で私たちは、イエス様が送ってくださった聖霊
に満たされる事が大切なのです。聖書を信じ聖書にある
ように祈っていった時、教会はマルコの福音書16章に書
かれてあるように、みことばを伴うしるしが伴う教会へ
と変えられていくのです。

【マルコ16：20】
『そこで、彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。
主は彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、
みことばを確かなものとされた。』

【Ⅱ歴代誌7:11-22】
『16 今、わたしは、とこしえまでもそこにわたしの名を
置くためにこの宮を選んで聖別した。わたしの目とわた
しの心は、いつもそこにある。』

　私達一人ひとりも主の教会です。その私達が聖霊様と
親しくお付き合いしていく為にはどうしたら良いので
しょうか。私たちの内側には主イエス様が住まわれてい
ます。それはイエス様を信じた時に内住してくださった
のです。イエス様を信じた私たちの内側には既に聖霊様
が住んでおられるのです。
イエス様が十字架に架けられ絶命したのち神殿の幕屋が
真二つに割れました。それは神殿の時代が終わったこと
を象徴すう出来事でした。しかしイエス・キリストは都
であるエルサレムに留まっていなさいと言われたのです。
そして、弟子たちの前に死から勝利し復活された姿で現
れたのです。その後、弟子たちと過ごし、イエス様は再
び天へ帰られました。

【使徒1:8,9】
『しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなた
がたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサ
マリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人と
なります。」こう言ってから、イエスは彼らが見ている間
に上げられ、雲に包まれて、見えなくなられた。』

【ヨハネ14:16】
『わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひと
りの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け
主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにで
す。』

イエス様はこれらの御言葉にもあるように、ひとりの助
け主、聖霊を与えてくださったのです。だから私たちは
恐れるものがないのです。聖霊によるならば、私達は１
８０度人生を変えられるのです。

　驚くべき福音宣教は初代教会の時代から今もなお続い
ているのです。宣教は萎縮してはならない、衰えてはな
らないのです。
だからこそ聖霊に満たされ続けましょう。主は私達が近
づくことを喜ばれるお方です。私達が聖霊に満たされ従っ
て行くとき、人間の世界ではあり得ないような神の御業
がなされます。もちろん奇跡が重要なのではありません。
聖霊を慕い求め、満たされる時、初代教会に起こってい
たような御業が為されることをお伝えしたいのです。

【使徒2:12】 
『人々はみな、驚き惑って、互いに
「いったいこれはどうしたことか。」と言った。』

神様が為される素晴らしい御業に期待しつつ、一人一人
が聖霊に満たされるように祈って参りましょう！ 

使徒の働き 2 : 1 ～ 21　

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~

アドベントⅠ

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　信仰の初めの頃に出会った大切にしている詩があります。
【原詩 : ある無名兵士の詩】という詩です。
 最後の方の箇所、

～求めたものはひとつとして得られなかったが願いはすべて聞
き届けられた　神の意に沿わぬ者であるにもかかわらず心の中
に言い表せない祈りはすべて叶えられた　私はあらゆる人の中
で最も豊かに祝福されたのだ～

というところに、私は、今、初めの頃よりも更に深く強く「そ
の通りである」と思わされています。
  夏の終わり頃から段々と「闇の中の闇」「絶望の中の絶望」の
ような所に嵌まってしまい、礼拝メッセージ、諸先生リーダー
方のご講話、セミナーが、どれほどありがたかったかわかりま
せん。また、神様が、セル分かち合いの中で、私の諦め忘れ去っ
ていた事を思い出させてくださいました。それは、血肉を分け
た家族親族との和解と救霊▪私と同じような境遇で生まれ育ち
生きづらさを抱えている人の所に主の慰めをもたらすこと。そ
の時、不意に、心に光が射したような温かな温もりを感じました。

　主のあわれみにより、一触即発の危険な状態からも免れ、息
子に起こしてくださった奇跡にまで共に与らせていただきまし
た。ハレルヤ。自分を諦めないで、ただ、主に明け渡していく
ならば、生き方を変えていただくことは出来るのだと信じ抜い
ていきます。アーメン。

『主があなたがたの前に進み、イスラエルの神が、あなたがたの
しんがりとなられるからだ。』イザヤ 52:12

早天祈祷会6：00~

黙示録　福澤師

16 日　日名良太　　
17 日　三村洋子
　  秋山周平

20 日　富岡美千男

②主が共に住む②主が共に住む

早天祈祷会6：00~

25 日　牧尚美
　　　 酒井美津子
26 日　立藤佳子
　  　　髙橋征之助

早天祈祷会6：00~
　　20：00~県北祈祷会

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

　１日　堀川敬泰
　２日　牧一穂先生　　
　８日　村部竜輝
   10 日　ｶｽﾃｨﾛｱﾋﾞｹﾞｲﾙ
　

　11 日　牧征實
　　　　 松崎智裕
　12 日　ｶｽﾃｨﾛｼﾞｪﾗﾃﾞｨｰﾝ
　15 日　 藤井サト　　

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

ｶｽﾃｨﾛｱﾋﾞｹﾞｲﾙ

三村洋子　秋山周平

坂本掌太

　

　　　

　　　 

　

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~

①主の豊かな臨在と油注ぎ　聖なる吸引力①主の豊かな臨在と油注ぎ　聖なる吸引力 ③驚くべき福音宣教③驚くべき福音宣教

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~
　  各自

       各自

サントピア     

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~セル活動

御霊による宣教 ～なんでやねん～

22 日　佐々木亮祐
23 日　山口ヒサ子              
24 日　 坂本掌太

　松崎智裕　牧征實

牧尚美   酒井美津子

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

西嵜結愛

　特別礼拝
　有賀先生
サントピア

SDGｓ day
in あぐり

29 日　山本美保子　

召天者記念礼拝

ユース1Day企画


