
　

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

14:00 ～元旦礼拝

新年礼拝

14:00 ～元旦礼拝

酒井 美津子

新年礼拝

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（１月1日）

西嵜 芳栄
岩﨑 祥誉
岡本 英樹
西嵜 孝之

山本 麻美
岡本 享子
富岡 美千男
淺野 恵子
日名創真
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今週は… ヨブ 39章～ 43章、ルカ１章

　～リビングライフより～

「今日を大切に生きる」「今日を大切に生きる」

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）

：

：
：

聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

小根久保ゆう太

小柳豊年

カウントダウン

小林博子

山本真理  秋山恭子

（ ２０２１年12月19日 ）

（要約者： 李  雋英 ）

チャーチミーティング

　ヨブ記38章39節~最後まで、そして39章1節から4節までを分かち合っ
て行きたいと思います。エリフの最後の弁明も終わり、この 38章から、神
様が嵐の中からヨブに語りかけるシーンとなっています。このシーンでは
地の上の動物を用いて、神様がいかに全能であり、素晴らしい方かをもう
一度ヨブのまえに、現しています。ここでは4匹の動物が出てきます。それが、
獅子、カラス、野やぎ、鹿、です。それぞれの動物の全ての、食欲を私た
ちは満たすことができるか。全ての動物に餌を備えることが出来るか。全
ての動物の産まれる時を知っているか。そして、今は誰がそれをしている
のか。このようにヨブに語られました。これは一体どういう事かと言うと、
神様が全てを備えて、神様が全てを知っている方であり、創造された方で
あり、その被造物も動物も、そして人間を限りなく愛している方であると
いう事です。当時のヨブは、正しく主を恐れ生きていた人にも関わらず、
そのような悪魔の試みに合い、最後には神様を責めてしまうようになりま
した。しかし、そんな人間的中心な心が出てきたヨブに対して、神様はそ
の偉大さを他の被造物や動物をあげる事で、ヨブに表されました。このよ
うに、私たちは何でも知っているように思えても、実は何も分かっていま
せん。たとえ頭では分かっていても、その問題が目の前に起こると信じる
ことが難しくなります。悪魔はこのように、私たちをいつも誘惑し惑わし
てきます。その結果、私たちの心を不安にさせ、私たちの決断を間違えさ
せます。何が判断基準となっているか？そんなことを探りながら、神様の
前に黙想していきましょう。

牧 一穂 牧師
岩﨑 祥誉  
日名 洋
西山 秀平

　

12 月の誕生者

メッセージ：
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代 表 祈祷：
献　　　金：

 

ふるさとクリスマス

農と食のWS

　パンダの目の周りに黒い毛がなかったらどう見えますでしょうか。
私たちが思うような可愛いパンダではいられなくなります。では、
その黒い毛が私たち人にあったらどうでしょうか。むしろ怖く見え
てしまします。このように、本当の自分を見失い、隣の人を見なが
ら自分のこのようになった方がいいのではないかなど思うことはあ
るかもしれません。
これはパンダの黒い毛を私たちが持っているように、偽りの姿をあ
こがれるようなことです。クリスマスはこの偽りの心に変化をもた
らすためにあるものではないかと思います。

【ルカ2：8～ 15】　
さて、この土地に、羊飼いたちが、野宿で夜番をしながら羊の群れ
を見守っていた。 2:9 すると、主の使いが彼らのところに来て、主
の栄光が回りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。 2:10 御使いは
彼らに言った。「恐れることはありません。今、私はこの民全体のた
めのすばらしい喜びを 知らせに来たのです。 2:11 きょうダビデの町
で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。 この方
こそ主キリストです。 2:12 あなたがたは、布にくるまって飼葉おけ
に寝ておられるみどりごを見つ けます。これが、あなたがたのため
のしるしです。」 2:13 すると、たちまち、その御使いといっしょに、
多くの天の軍勢が現れて、神を賛美して言った。 2:14 「いと高き所
に、栄光が、神にあるように。地の上に、平和が、御心にかなう人々
にあるように。」 2:15 御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、
羊飼いたちは互いに話し合った。「さあ、ベツレヘムに 行って、主
が私たちに知らせてくださったこの出来事を見て来よう。」 

　「羊家飼い」のことをあだ名で「くだらない」と呼ばれるくらい価
値がない人として思われていました。住民として数えられない、選
挙権もない、そして、彼らの言葉は力がありませんでした。
イエス様は世の中で「くだらない」と差別されるような人たちに最
初にイエス様がこの世に来ることを知らせました。
このように神様は人が見過ごしてしまうような、捨ててしまうよう
な事を尊ばれます。
しかし、これは価値がない者を神様が尊ばれるのはなくて、価値あ
るものを私たちが見られなくなっていたからです。ダビデも、アブ
ラハムも羊飼いでした。そして、主の祭壇に捧げられる為の羊を飼
う者達は、本来尊ばれるべき仕事でもあるのです。人々はこのよう
なことを、忘れ価値のないものとしてみてしまうのです。
私たちの姿がこのようなものです。本当にあなたが今しようとして
いる事は正しいのか？それを顧みる事がクリスマスなのです。 
このように本当の自分の姿を見失い、人と比べていることはないで
しょうか。私たちの目から見ると、神様のなさったことは普通とは
真逆でした。私たちは何かを伝える時、トップダウンが通りやすい
と思っています。しかし、神の方法は人々の中で一番底辺にあると
される羊飼いに福音を伝えました。これは羊飼いだけに伝えたから
ではなかったかもしれません。指導者たちは本当に価値あることを
見逃していたかもしれません。

ある世界で指三本に入るような有名なバイオリニストがニューヨー
クの道端で演奏しました。ストリートミュージシャンのような恰好
で演奏したら、みんな分からずに普通のストリートミュージシャン
のように接し、ぱらぱら見ていなくなるだけでした。
このように人には本当の価値が分からないことがあります。見てい
るものが違うのでできないだから私たちは心の色々な自分の計画を
一旦置いて、神様の計画を求める必要があります。

箴 19:21 『人の心には多くの計画がある。しかし【主】のはかりご
とだけが成る。』

母親が HIV でなくなった子どもを友達だったアグネスという女性
が預かりました。そんな子どもを育てるアグネスもみんなから嫌が
られ、避けられ、差別を受けました。しかし希望を失わずに、愛し
続け預かったその子は病気が収まり子どもは学校に行けるようにな
りました。彼女は本当の自分を聖書から知ったから、与えられたこ
とを信じて歩みました。クリスマスは本当の私の価値を教えてくだ
さいます。それは私たちが思うような価値ではなく、本当の価値を
教えてくださいます。「くだらない」羊飼いにも本当の姿を教えて
くださいました。神様は、底辺にいる人たちに語り掛けます。もし、
私たちが今どん底にいて、それを気づくことができれば神様の恵み
はそんな私たちから流れていきます。

「聞いてください、神様。今まで、僕はあなたに話しかけたことな
ど一度もありません。けれども、今、あなたに何かを訴えたいのです。
子どもの頃から、僕は、あなたなんかいないと聞かされてきました。
愚かにも僕はそう信じてきました。今まで一度もあなたのみ業につ
いて考えたことがありませんでした。でも、今夜、頭上にきらめく
星を眺めていて、人の残酷さに気がつきました。神様、あなたの手
を僕の上に置いてくださるでしょうか。とにかく僕はあなたに語り
かける、あなたは分かってくださる。光が僕に出会うのは別に不思
議ではありません。僕はこの呪わしい夜にあなたに対面しています。
もう言うべきことはありません。とにかく、あなたを知ることがで
きてうれしいのです。真夜中、僕の隊は出撃の予定です。でもあな
たがご覧になっているので怖くはありません。合図です。もう行か
なくては。あなたと一緒で幸せでした。もう一つ言わせてください。
あなたがご存じのように、闘いは激しく、今晩僕はあなたのドアを
叩きに行くかもしれません。今まで、僕はあなたの友ではなかった。
それでも今夜。僕が行ったら中へ入れてくださいますか。どうして
僕は泣いているのでしょう。神様、あなたは僕に何が起こったのか
お分かりですね。今晩、僕の目は開かれたのです。さようなら、神様。
もう行かなくてはなりません。たぶん生きては帰れないでしょう。
おかしいのでしょうか、僕はもう死を恐れてはないのです。」 
死は私たちの生き方を顧みることができるようにしてくれます。彼
はいままで聖書を知らず、神様のことも知らずに、戦争に出ました、
しかし、死の前に最後の最後に目覚め、神様の存在に気づき、死を
恐れることなく、その時間と死とまっすぐ向き合うことができまし
た。そして、彼は死にましたがその神様と向き合った時間が残り、
私たちに、世界に伝わっています。一人の人が偽りを見出した時、
心にある恐れはなくなり、神様の奇跡がなされるのです。

 ルカ２: ８～15　

さいごに…

今、自己否定や屈辱の中にあるなら、自分を失敗者だと思うなら、
それを喜んでください。クリスマスがそんな暗闇の中に訪れるか
らです。その時、今まで私たちの下にあった偽りはいっぺんに取
り去られ恐れもなくなります。

心に過去の失敗があるのであれば、クリスマスツリーにその飾り
をかけましょう。

キリストにあってそれすべてが輝く、光に変えてくださいます。

「見よ、闇はこれに打ち勝たなかった」その光に出ていきましょう。

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~

最近歳のせいか、死について考える事が多くなりました。
生と死が繋がっているのであれば、又、良い死を迎えたい
のならば、良い生を生き抜かなくてはならないと思います。
「今日の日が最後だとわかっていたら」という詩を読んで
今まで明日があるからと、無意味な日々を過ごして来た事
が本当に悔やまれます。
そして小さく弱い自分だけど、神様から頂いた大きな愛を、
残された日々の中で、できる限り少しでも大切な人達に流
す事ができればと思いました。
日々の生活の中での「ごめんね」「ゆるしてね」や「ありが
とう」「大好きだよ」「気にしないでね」など心からの思いを、
素直に言葉や態度で表して、身近な人との関係を大切にし
ていきたいと思います。

「互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱く事があっても、
互いに赦しあいなさい。主があなたがたを赦して下さった
ように、あなたがたもそうしなさい。そしてこれらすべて
の上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全なもの
です。」( コロサイ 3:13-14）

「こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛で
す。その中で一番優れているのは愛です。」（第Ⅰコリント
13:13）

14 日　岡本克子　　
15 日　田城一愛
　  長谷かをる

早天祈祷会6：00~

20 日　湯浅八重子
              西嵜秀子
22 日    新開未沙子

セル活動

３日　西嵜結愛　
４日　平澤愛実
　　　平澤義実　　
６日　李宰昇
　

　７日　 三村隆人
　 8 日　 金森清子 
　９日　 草井琴乃
　10 日　森田綾　　

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~

牧結果子  西嵜一喜

三村路子

　

　　　

　　　 

　

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~ 早天祈祷会6：00~

パンダ？ひと？パンダ？ひと？

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~

価値なき者への選び

　各　自

　各　自

教会礼拝チーム    

森脇遼太

　　

成人のお祝い

「価値なき者への選び」

17 日　大岡香奈
　　  　岡本恵美子              
18 日　 森田毅
          　新開陽

　

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

サントピア

　

誕生者のお祝い 餅つもたれつ感謝祭

山本洋子

金森郁子

田中順子

今日の御言葉今日の御言葉

日名薫  古谷裕美

眞砂仰

※教会での礼拝は
ありません。
各家庭で祈りの時を
持ちましょう。

26 日　山本洋子
31 日    日名陽子

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

日名陽子

淺野主眞

 主　日　礼 　拝 主　日　礼 　拝
HIVの子どもを預かったアグネスさん

ロシア人青年兵士の祈り


