
　

礼拝開始（14時00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

新年礼拝

淺野愛可

新年礼拝

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（１月9日）

河島 稜
唯恵 伝道師
岡本 英樹
眞砂 香和

山本 麻美
岡本 享子
富岡 美千男
泉水 京子
秋山 耕平
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今週は… ルカ1章11節～ルカ2章20節

　～リビングライフより～

「教育実習を通して」「教育実習を通して」
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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

小柳豊年小林博子

山本真理  秋山恭子

朽木佑太

（ ２０２１年12月26日 ）

（要約者： 山本 洋子 ）

チャーチミーティング

　特別祈祷会
　  福澤先生

6 節で『主はあらしの中からヨブに答えて仰せられた .』とありますが、これ
は 38 章 1節につづいて 2回目の表現です。40 章 3節～ 5節でヨブは神様に
対してホールドアップしました。すでに降参したヨブに対して神様はさらに語
りかけています。リビングライフの今日の箇所のタイトルは「だれも否定でき
ない神の義」となっています。神様の義を否定することは出来ませんが、ヨブ
は友人たちとの義論の中で、独自の因果応報を否定しながらも、自分の義を説
明するときには因果応報の価値観の中で話していました。それによれば、ヨブ
は正しい人であるので、このような苦難に遭うのはおかしい。といったもので
す。ヨブは自分の正しさを主張するあまり、神様を正しくない方のように語っ
てしまいました。そのことに対して神様はヨブの考えを正すために、あえてこ
のような語りかけをなさいました。
15 節では『さあ、河馬を見よ、』を語られます。河馬がどれほど強いのかをお
語りになり、ヨブに対してその動物を自由に操ることが出来るのかとお尋ねに
なります。もちろん、この動物を自在に操ることは出来ません。神様はこの動
物を、人と一緒に住ませるように造られたものではないからです。41章では「レ
ビヤタン」と呼ばれる生き物が登場します。神様がお造りになった動物で、こ
れも人の手では制御できません。人間はこの世界のほんの一部を任された存在
であって、万物世界の秩序を保っておられるのは神様です。それなのに自分の
規準で良いか悪いかを決めようとしてはいけません。
私たちを創造しこの世界をお造りになった神様に心を向けていきましょう。
全能なる神様の義が今もこの世界を保っておられる事に目を向け、自分の正し
さを振りかざすことをやめて、神の義に委ねることの出来る人になれるように
祈っていきましょう。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄  
岩﨑 祥誉
泉水 京子

　

1 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

 

農と食のWS

この時期になると心が忙しくなります。突然、赤信
号でも飛び出す人が出てきたりします。なすべきこ
とが増えてくるとそのような状況になりやすいもの
です。しかし、私たちは神様の前に出るときに、新
しく変えられる道を信じることができる喜びを感じ
る目線になりましょう。
皆さんは今年の最初、どんなテーマをかかげました
か。教会のテーマは「大観」でした。どうしても私
たちは小さな出来事に目が行ってしまいます。しか
し、神様は理不尽の中で全てを働かせて益とされる
その力をもって奇跡を起こしてこられました。
今まで見てきたものの全ては、問題が起きたときに
それとどう向き合うかでよい実が結ばれるというこ
とでした。逆に全てが上手くいっていて順調だった
とき、後になって大変な壊れ方をするというのも見
てきました。私たちは何を見なければならないので
しょうか。
このピリピの書では、まさしく迫害下の中にある教
会に対して、同胞たちが元に戻ろうとする痛みの中
にあって、大きなものを見極めなさいということが
言われている書であると言えます。

どのような試練にあっても喜びましょう。喜ぶ人は
どのような奉仕をするのでしょうか。私たちの人生
そのものが奉仕であるという話をしてきました。上
手くいかない時にこそ信じることの喜びについて考
えましょう。今日は信じることの喜びの最後の学び
で す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

パウロが伝えたかった「私に習え」は目線のことを
言っています。これは正しい行いや完璧な姿ではあ
りません。パウロは「私に習え」と言っています。
目の前にあるものが何であるかをもう一度見極めろ
と言っています。教会の今年のテーマは「大観」です。
見極めなさいというテーマを与えられていました。
まず立ち止まって神様に聞いて、本当にそれが必要
なのかを受け取りましょう。その為に過去の傷によ
るプライドを捨てましょう。だからこそ、弱さの内
にあるプライドを認め、決断が必要です。見なけれ
ばならない１点は私達の最期（迎える死）を描き、
そこに希望を持つことです。イエスキリストの十字
架の死は生前にイエスが行った奇跡より全世界に知
られています。これを見るだけでも死に様が大切だ
という事がわかります。

だからこそ目の前の事ではなく、神の計画に目を向

けるものになりましょう。その為に神様を手本に
して生きようとしている人に目を留めましょう。
比較劣等感で見るのではなく、隣で頑張っている
人の姿を見て、一人ではない事を知ることができ
ます。

自分自身のしていること、決断は大丈夫か？もう
一度確認しましょう。十字架の敵になるような事
はないでしょうか？
この地上の事に囚われていないでしょうか？また、
人に影響されて、神様に「せよ」と言われている
事がおろそかになっていないでしょうか？逆に「し
てはならない」ことをし続けてはいないでしょう
か？もし、あなたの目線がズレていたら、新しい
年に見るべきものを正しく見る事はできません。

 ピリピ3: 13～21　

さいごに…

神様が人間だけに与えている、意思をもって決
断する力によって自分を管理していきましょう。
私たちが任されているものを保つことが大切で
す。もう一度、今の状況がなぜ起きているのか
を祈り、なぜなのかを見極め神様に委ねていき
ましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「キリスト・イエスにおいて上に召してくださ
る神の栄冠を得るために、目標を目指して一心
に走っているのです。」ピリピ３：１４
　
　パウロは、最期の日を見ていました。最後に
死刑にあうことを知っていました。パウロはそ
れを栄冠だと言っています。これはまさに「大観」
の視点です。
目の前の一点しか見えなくて、起きたことに右
往左往して、それを悲観的に捉えて誰かに何か
を言われると全てが終わってしまったような気
持ちになり、全てを捨ててしまうような決断を
することがあります。しかし、私たちがしない
といけない1年の最後のテーマは、「大観」です。
それがないと来年を見ることはできません。ま
だ間に合います。私達のズレた目線をイエス様
の元に戻し、するべき事をやり残してしまわな
いよう一年を締めくくりましょう！　

セル祈祷会
早天祈祷会6：00~

私は大学で保健体育の教職課程を専攻しており、4 回生では教育実習があり
ます。本当は 5 月に行く予定だった教育実習が岡山に緊急事態宣言が出たた
め、2ヶ月前の 10 月に延期になり 3 週間行ってきました。そのとき、部活
動で秋の試合があったのですが私は教育実習と被っていたこともあり、部内
の選考から外されました。選考に落ちたと分かったとき、実習中でしたがと
てもどん底に落とされた気持ちになりました。4 年間で 1 番出たかった試合
に出れない。4 年間が無駄だったと思いました。しかし実習の中で、先生や
生徒との関わり、授業の指導案の作成、たくさんの人前で授業をすること、
研究授業をしていくたびに次第にやりがいを感じるようになってきました。
そして最終日には先生方や生徒に愛着が湧き、実習を終えることが寂しいと
感じました。そして自分の考え方が 180 度変わりました。最初は実習に対
する失敗や不安、さらに出たかった大事な試合にもし実習が春だったら出る
ことができていたかもしれないという悔しさもありましたが、そんなことよ
りも大事なことをたくさん得られました。その中で 1 番の収穫は、より私は
教員になりたいと強く思えたことです。引っかかっていたものが報われた気
がしました。不安な気持ちや、試合の選考に落とされた悔しさが今ではちっ
ぽけなことだったと思います。本当に大事なことに気付かされた気がしまし
た。それに気付かせて下さったのは、やはり神様であり、春からわざわざ大
事な秋に延期になったということは何か意味があったのだと思います。

『神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を
行わせてくださるのです。すべてのことを、不平を言わずに、疑わずに行い
なさい。』（ピリピ 2:13~14）

私は春から教員を目指して、現場で学ばせていただける立場になりますが、
今回得たこの経験を活かし、教員採用試験に受かるように日々精進していき
たいと思います。

12 日　三村路子　　
15 日　小林豊年
16 日    田中順子
　  

早天祈祷会6：00~

21 日　淺野主真
23 日　平澤瞳
24 日    朽木佑太
25 日　鈴木たかよ

　　20：00~県北祈祷会セル活動

1 日   小根久保ゆうた
4日   森脇遼太
5日   牧結果子
           西嵜一喜

　

　6日　 古谷裕美
    　 　　日名薫
    9 日      金森郁子
  10 日      小林博子　　

早天祈祷会6：00~

牧結果子  西嵜一喜

三村路子

藤原ふきこ

　

　　　

　　　 

　

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~

大局を見極める大局を見極める

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

教会礼拝チーム    

森脇遼太

鈴木たかよ

　　

成人のお祝い

17 日　山本真理
　　  　秋山恭子              
20 日　 眞砂仰
          　

　

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

　

金森郁子

田中順子

平澤瞳

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　藤原ふきこ
28 日    大島泰子
　          藤原久美子

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~

淺野主眞

大島泰子 藤原久美子

 元　旦　礼 　拝 元　旦　礼 　拝 光として輝け～喜びの実 注ぎの供え物 再献身～
「私にならう者」

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~
ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

信じることの喜び　（ピリピ3：13－3：21）信じることの喜び　（ピリピ3：13－3：21）

私に習うものになりなさい私に習うものになりなさい

私たちはすでに達しているところを基準私たちはすでに達しているところを基準

多くの人々がキリストの十字架の敵多くの人々がキリストの十字架の敵


