
　

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。

早天の窓

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
（１２月５日）

河島 稜
行司 伝道師
西嵜 真由美
泉水 京子

山本 麻美
唯恵 伝道師
泉水 浩
澤口 建樹
李 雋英
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今週は…ハバクク書全体　Ⅱテモテ１章～２章　    

　～リビングライフより～

「神様のおもい」「神様のおもい」

司 　 　 会
代表祈祷　
献 　 　 金

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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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

平澤愛実  平澤義実山本美保子

李宰昇

湯浅八重子

（ ２０２１年１１月２１日 ）

（要約者： 岡本  享子）

誕生者のお祝い
チャーチミーティング

　ヨブは全財産と 10 人のこどもたち全員を失い、自身
は思い皮膚病にかかりました。奥さんも出て行き、家族
全員を失いました。社会的地位が堕落した事で、友人た
ちや人々からも蔑まれました。精神的に苦しい状況の上
に、病による肉体的苦痛によって、夜人々が休む寝床で
さえもヨブは苦しみから逃れることができませんでした。
苦しみが人生の全てになっていました。
30章の中でヨブは「神は･･･」「神は･･･」と、神に向かっ
て叫び、神の答えを期待します。しかし、神は沈黙し、
ヨブは更に追い込まれます。私達も人生の中で「なぜ私
が･･･」と思う事があると思います。その様な時こそ、話
し相手を間違えてはいけません。ヨブのように必ず良い
地へ導いて下さる神様に叫び続けましょう。神は沈黙を
保たれます。しかし神は、一番良い回復の時を見定め、
見守っておられます。あなたを見捨てたりされません。
そして必ず答えを下さいます。神の沈黙に、信頼関係を
覚えるなら私達は必ず苦難を乗り越える事ができます。
神はあなたを決して一人にはされません。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄  
行司 佳世 伝道師
眞砂 香和

　

11 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

西山 秀平 

ふるさと
クリスマス
フェスティバル

クリスマス礼拝

　世の中では賢いことや立派な人のことを「知恵のある人」と言
いますが、聖書で語られている「知恵」は、私達が世の中で聞く
そのような知恵とは違います。そもそも、私達は聖書で語られて
いる知恵をもっていません。それは、聖書が語る知恵は、自分の
願いを果たすために用いるものではないからです。
ヨハネの福音書に姦淫の女が捕えられ、石を投げられる箇所があ
ります。パリサイ人たちは、それまでは見て見ぬふりをしていた
姦淫の女を、ここぞとばかりにイエス様のもとに連れて行き、イ
エス様を罪に陥れようとしました。しかし、イエス様は彼らの心
に気づき、知恵によってこのように言われます。
『あなたがたのうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさ
い。』（ヨハネ８：７）
　この一言でパリサイ人たちの心は変えられました。誰も自分に
は罪がないと言えなかったのです。そして、石打ちで殺されかけ
ていた女性の人生も変えられたのです。この時、イエス様が求め
たのは、自分を守るための知恵ではなく、彼女を守るため（救う
ため）の知恵でした。神の御心を成し遂げるために知恵で乗り越
えた人がイエス様です。イエス様に出会った私達は、孤独を感じ、
同じ行動を繰り返すことをやめなければいけません。私達が神の
御心を成し遂げようとするときに、私達の人生に奇跡が起こりま
す。それは、そのときに私の方法ではなく、神様の方法が与えら
れるからです。知恵を求めていきましょう。祈りは、解決するに
は一番遠い方法に感じるかもしれません。しかし、祈りは「知恵」
です。一番早い解決方法です。神様がその出来事をとおして何を
しようとしているのか、神様の御心は何かを、私達は祈りによっ
て知ることができます。

目から入ってくる情報は、私達の人生に大きな影響を与えます。
問題が起こったとき、何かを指摘されたときに感じる心の葛藤は
目から入ってきた情報によって引き起こされます。
例えば、あなたの目の前で嫌いな人がよいことを言っているとし
ます。しかし、目は相手を見ているので、いろんな情報が入って
きて、相手が言っていることがいくらよいことであっても、その
真意を受け取ることが出来なくなってしまいます。聞き方を変え
てしまうほどに、見ることは私達に大きな影響を与えています。
ですから、私達が何を見るか、その目線が大切です。自分の目線
で物事を見るなら、神様が私達の人生に与えてくださる良いもの
を受け取れずに損をしています。しかし、神様から「知恵」を受け、
神様の計画を知ったとき、目の前で起こることに不安はなくなり、
損することはありません。

『たとい私が、あなたがたの信仰の供え物と礼拝とともに、注ぎの
供え物となっても、私は喜びます。あなたがたすべてとともに喜
びます。』（ピリピ 2:17） 
この手紙の著書であるパウロは、自分の思いを果たすためにたく
さん損をした人でした。自分の思いからキリストを信じる人たち
を迫害し、神様を裏切っていました。その過去の重荷を背負って
いた彼は、もう自分の思いで人生を失うことが嫌だったのです。
彼はこの手紙を書きながら、牢獄のなかで賛美をしていました。
賛美の歌詞は私達が問題のなかにいるときには到底言えないよう
な言葉です。パウロは喜べないときに喜ぶために賛美をしていま
した。それは、神様の知恵によって問題を乗り越えたときに、神
様の栄光があらわされることを知っていたからです。
『神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々の
ためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、
私達は知っています。』（ローマ8:28）
彼は、今まで自分が背負ってきた重荷、自分が失敗したことも益
となることを知っていました。だからこそ、自分のために生きる
ことをやめ、注ぎの供え物となっても私は喜ぶと決断することが
できたのです。

ダビデ像を彫ったミケランジェロは、岩を見たときに「この岩の
なかに天使が捕らえられている。この天使を解放させるために私
は最善を尽くしたい」と言ったそうです。神様の目線はこのよう
なもので、自分を埋めて、自分を失くして岩のようになってしまっ
た私達を、神様は解放させたいと思っています。それは、私達が
ダイヤモンドの原石であることを神様が知っているからです。し
かし私達は、それはただの岩だと決めつけて、自分の人生を台無
しにしているのです。神様の計画を壊すのは誰でしょうか？　悪
魔でしょうか？　相手でしょうか？　神様の計画を壊すのは自分
（私）です。目線がずれてしまうからです。
『あなたがたも同じように喜んでください。私といっしょに喜んで
ください。』（ピリピ2:18）
神様のされることはいつも、私達が喜ぶためにあります。そして、

その喜びは自分だけではなく、相手も一緒に喜ぶということです。
ローマ書に『喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者といっしょに泣き
なさい。』（12:15）とあるように、私達は人と共感できなければ、
神様と共感することもできません。神様の奇跡は喜ぶ者とともに
なされていくからです。

『テモテのように私と同じ心になって、真実にあなたがたのこと
を心配している者は、ほかにだれもいないからです。』（ピリピ
2:20）
ギリシャ人の父とユダヤ人の母から生まれた混血の子どもでし
た。ユダヤ人として認められない痛みのなかにあったテモテは、
パウロの気持ちがよくわかりました。テモテもパウロも神様を愛
していました。そして、その神様が相手を愛していることがわかっ
たので、同じ心になれたのです。
『だれもみな自分自身のことを求めるだけで、キリスト・イエス
のことを求めてはいません。』（ピリピ2:21）
私達が自分のことを見るだけで、神様の思いに目を向けなければ
次の道に進むことはできません。問題に目を向けて悲しんでいる
だけでは、乗り越えることはできません。姦淫の女の現場で、も
しイエス様が自分のことを思っていたら、二人とも石打ちで殺さ
れていたかもしれません。しかし、イエス様は神様のことを思い
ました。そして、みんなが変えられる奇跡が起こったのです。

『しかし、テモテのりっぱな働きぶりは、あなたがたの知ってい
るところです。子が父に仕えるようにして、彼は私といっしょに
福音に奉仕して来ました。』（ピリピ2:22）
ここで出てくる「働きぶり」とは、「練られた品性」という意味です。
試練のなかで品性が練られつつ、私達は奉仕をしていくのです。
奉仕とは人生そのものであり、「生きる」ことです。その働きぶ
りは“子が父に仕えるようにして”とあります。原語には「仕える」
という言葉はありませんが、ここは子が父を愛する自然な姿が品
性によって与えられることで、神様との関係が親子の関係のよう
になるということです。本当に愛し合っている親子は厳しいこと
を言われても関係が壊れません。なぜなら、自分は愛されている
ことがわかっているからです。だからこそ訓練があります。あな
たがもし厳しい訓練にあるなら、喜んでください。神様が造る土
台は大きいのです。訓練の度に土台が大きくなり、強固になりま
す。大きくなるチャンスなのです。だからこそ、乗り越えるまで
諦めないで下さい。そして、こうした神様のチャレンジの中にあ
るとき、神様は私達に助け手と小さな大丈夫を与えられます。ダ
ビデにヨナタンがいたように、私達と共にイエス様がおられます。

2 章の最後にはパウロの思いが込められています。「いのちの危険
を冒して死ぬばかりに」（2:30）とは「自分に死ぬ」ことです。
パウロはそのような人々には尊敬を払いなさい。」と言いました。
つまり、尊敬されることは「自分に死ぬ」ことだとパウロは私達
に遺言を残しました。なぜなら、彼は自分の分を果たしたからで
す。私達も分を果たさなければなりません。しかし、自分の分を
こえたら傲慢になります。または分に達さず自分なんか…と卑下
していることも同じです。
自分を見つける為には、聖書の価値観と自分の価値観が違うこと
を認め、神様と向き合うことです。パウロのように目線を変えて、
神様の心を私の心としましょう。

ピリピ 2 : 17 ～ 30　

最後に…

私達は神様の心を知っていますか。神様の心が私の心になっていま
すか。
天の父である神様は、子どもである私達によいものをくださる方で
す。その父は、あなたに同じ苦しみを通って欲しくないのです。
だから、私達の周りにある余分なものを取るために、訓練を通され
ることがあります。しかし、そのような状況のときにこそ、神様は「喜
べ」と言われています。
目線が変えられ、問題から神様の御心を探り受け取るチャンスなの
です。死に向かうまで（死は最大のチャンスであり神の愛）の準備
として明日をどう生きるか（決断）が大切です。
私達はイエス様に出会いました。だから、私達は変わることができ
ます。そして、私達も誰かの人生を変える一人になれます。
私達の人生を変えてくれた神様の心を知り、私たちの心をキリスト
と同じ心にしていきましょう。

早天祈祷会6：00~

アドベントⅠ

アドベントⅡ

　ここ半年で僕は何度か職場がかわった。それは神様
の導きと愛によるものである。自分の決断であるが、
それは神様の計画によるものであり、神様の愛の業に
よるものであると、はっきりと明確に感じ取れる。
ずっとずっと前から、僕がどのような状況になるかを
ご存知であり、それを乗り切れるように既にご用意し
てくだっている。神様の愛は言い表せないほどである。
たくさんの方に助けられ導かれとてもありがたいと感
じた。職場がかわり、生活環境もかわり、まだまだ不
慣れではあるが、僕らしく応答してゆきたいと改めて
思わされた。

『神はわたしたちを救い、聖なる招きをもって召して
下さったのであるが、それは、わたしたちのわざによ
るのではなく、神ご自身の計画に基き、また、永遠の
昔にキリスト・イエスにあってわたしたちに賜わって
いた恵み、そして今や、わたしたちの救主キリスト・
イエスの出現によって明らかにされた恵みによるので
ある。キリストは死を滅ぼし、福音によっていのちと
不死とを明らかに示されたのである。 』
( テモテへの手紙Ⅱ 1:9-10)

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

自分の目線自分の目線

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

召  天  者  記  念  礼  拝召  天  者  記  念  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　　

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~

金森清子

田城一愛  長谷かをる

新開未沙子

　

　　　

　　　 

　

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~

神の御心を成し遂げるための「知恵」＝「祈り」神の御心を成し遂げるための「知恵」＝「祈り」

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~

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

キリストの心と同じ心にキリストの心と同じ心に

試練のときに与えられる助け手と小さな大丈夫試練のときに与えられる助け手と小さな大丈夫

注ぎの備え物注ぎの備え物

　  各自

       各自

教会礼拝チーム    

三村隆人

　　

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~

注ぎの供え物 ～キリストの心と同じ心～

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

　

草井琴乃

ｼﾞｮｲﾌﾙ ｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙ ｷｯｽﾞ15：00~

西嵜結愛

森田綾

神様の目線神様の目線

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

神に称賛される私たちの生き方

アドベントⅢ

クリスマスイブ礼拝
クリスマス

分を見つけ、分を果たす分を見つけ、分を果たす


