
　

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

新年礼拝新年礼拝

日名創真

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（１月１６日）

唯恵 伝道師
行司 伝道師
牧 三貴子
富岡 牧

山本 麻美
行司 伝道師
楢村 明子
富岡 美千男
泉水 浩
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今週は… ルカ 2章 21節～ルカ4章 30節

　～リビングライフより～

「最高のものをお造りになる神さま」「最高のものをお造りになる神さま」

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

小林博子

山本真理  秋山恭子

朽木佑太

（ ２０２２年 1月1日 ）

（要約者： 淺野 恵子 ）

チャーチミーティング

　特別祈祷会
　  福澤先生

マリアが「ほんとうに、私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおこと
ばどおりこの身になりますように。」と告白した後、マリアは御使いの言葉
を受け入れた後に親戚関係にあったエリサベツの家に行きました。祭司ザ
カリヤの妻であったエリサベツは不妊の女と言われていましたが、ザカリ
ヤが祭司の務めで香をたくために神殿に入っているときに御使いに語りか
けられ、妻エリサベツが男の子を産むことを告げられました。その言葉通
りにエリサベツは妊娠しました。マリアへの御使いの訪れと似ています。
マリアの挨拶を聞いた時、エリサベツは胎内で子どもが踊るのを感じ、聖
霊に満たされて大声でマリアを祝福します。聖霊の満たしはそれほど大き
な感動を生んだのだと言うことがわかります。私たちもイエス・キリスト
を救い主として信じる事が何よりの祝福である事を忘れないでいましょう。
リビングライフの今日のコラムは「私の価値を証明するもの」というタイ
トルで書かれていますが、その最後に「自分の価値を証明するのは、自分
ではなく、神様の証言なのです。」と記されています。自分で頑張ることが
美徳とされる今の私たちにとって、立ち止まってもう一度確認しなければ
ならない大切な事ではないでしょうか。使徒ヨハネは「私が神の御子の名
を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがた
が永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためで
す。」（第一ヨハネ 5 章 13 節）と語っています。聖書はイエス・キリスト
を信じる者は永遠の命を持つことを教えているのです。マリアがそうした
ように私たちも御言葉をそのまま受け入れましょう。

牧 一穂 牧師
河島 稜  
牧 唯恵 伝道師
岡本 英樹

　

1 月の誕生者

メッセージ：
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代 表 祈祷：
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　去年の教会のテーマは「大観」でした。一つの物事に目を向けて
しまうのではなく，対局を見出すために目線を変えて，大きく見る
ということでした。今年の教会のテーマは「宥和」です。「宥和」とは，
「相手の態度を大目に見て，受け入れること」という意味です。心
を騒がせるようなことが起こった時，大きな問題が起こった時，今
だけを見るのではなく，大きく見極めて宥和するということを教会
のテーマにしていきたいと思います。

　今年どのように歩むか思いながら，ピリピ書４章１節～５節を見
ていきましょう。４章は「与えることの喜び」で，「宥和」，これが
まさしく与えることです。ピリピ書では，試練の中でどう乗り越え
るか，奉仕の中でどう喜ぶか，信じられない時にどう信じるのかと
いう話をした後に，手紙の最後に，そういうわけだから，あなたは
与えなさいと書かれているのです。ピリピというのは，パウロにとっ
て優秀な教会でした。その中にいる二人の女性ユウオデヤとスント
ケに仲良くしなさいと言いました。この二人は対立していました。
パウロはピリピにいる人たちに，彼女たちが一致できるように助け
てあげてくださいとお願いしています。パウロは，手紙の最後にど
うしても言わなければならない，敵対してはいけない，寛容な心を
すべての人に知らせなさいと書き記しています。今年それぞれが
もった志を成し遂げる方法は，愛という，人とともに生きる道です。
すべてのテーマは，隣の人がいて初めて成り立つのです。私たちは，
仲間と敵を見出そうとします。しかし聖書では，敵と思う人を隣人
と呼び，自分の如く愛しなさいと言っています。

　創世記では，テラはその息子アブラム ( 後のアブラハムで「信仰
の父」と言われる人 )，ハランの子で孫のロトとアブラムの妻サラ
イとを伴い，カナンの地へ行くように言われます。しかし，テラは
志半ばで，その手前のハランで終わってしまいます。その後アブラ
ムは，７５歳になっていたが，父テラの強い思いを継承して，主の
お告げになった通り，甥のロトを伴い，カナンの地へ出かけていき
ました。一人の人の人生の計画は，その友がいて，継承者がいて，
その人と一緒にやる人がいて，初めて成り立つものなのです。です
から、一人でしてはいけません。あなたは決して一人ではない事を
忘れないでください。

　ところが，その地に戻って住んでみると，一緒に手を取るべきア
ブラムの使用人とロトの使用人とが争い始めます。ロトは幸せにの
まれて，いつも問題を起こしました。そこで，アブラムは，争いが
ないように，分かれて住むことを提案し，ロトに先に好きな土地を
選ばせました。ロトは，ソドムとゴモラに行き，誘惑にあってしま
います。どこに行くかゴールを分かっていなければ，ロトのように
間違った決断をしてしまうのです。あなたは，どこへ進むべきか，ゴー
ルを知っていますか。正しい決断をする時には，聴く耳が必要です。
聴く耳をもつことができないのは，聴く必要がないからです。行く
道を知らないからです。行く道を知らないと，道に迷っていること
にも気が付きません。「どうしてこんなことが起きるのだろう」と思
う時こそ，聴く耳をもつことが大切です。しかし，そんな時は，な
かなか聴くことができません。たいてい，聴きたくない人から言わ
れるのです。正しいか正しくないかの指標は，あなたがゴールに向
かうための道として，それが正しいかどうかです。何が目的か理解
されていれば，その時に起こった現状を判断して，聴く耳がもてる
のです。

　ロトは豊かになるが，敵国に襲われて捕囚になってしまいます。
アブラハムはロトを命がけで救いました。そしてソドムの王から感
謝されて戦利品をもらってくださいと言われます。しかしアブラハ
ムは，戦利品を受け取りませんでした。アブラハムを富ませたのは
ソドムの王と言わせないためです。そして神様から祝福されるとい

う目的が分かっていたからです。彼は神に対して忠実であったため，
神から愛されました。主は，子どもがないアブラハムに子孫を与え
られ，また，「わたしがしようとしていることをお前に隠しておく
べきだろうか。」とまで言われました。その後，ロトはソドムの中
から救済されます。私たちは外側を着飾ってもだめなのです。あな
たの出す決断がどれほど大切か知ってください。

　「愛は決して絶えることがありません。」愛を知っていれば間違う
ことはありません。自分が正しいと思うと，そこで神の恵みは終わっ
てしまいます。また振り向いてもいけません。過去にとらわれると，
新しい決断ができないからです。愛とは，あなた自身の内側を制す
るものです。愛とは神の恵みです。「恵み」とは，アガペーの愛で，
変わることがありません。だから，こんな間違ったロトでさえ，恵
みを与えられました。あなたは，もし人を憎むなら，神が愛して恵
みを与える人を憎むことになるのです。そして「愛は寛容です」寛
容とは赦しです。つまり「愛（恵み）」＝「寛容」＝「赦し」となるわ
けです。

　アレックスは１歳の頃から小児がんでした。４歳の時，友達の死
に向き合い，レモネードを売ったお金を病院に寄付しようと，レモ
ネードスタンドを開きました。「もし人生が酸っぱいレモンをくれ
るなら，おいしいレモネードを作ればへっちゃらよ。」おいしいレ
モネードは酸っぱいレモンがあるから作れるのです。彼女は余命宣
告を受けても，レモネードスタンドに立ち続けました。彼女の目標
は，レモネードを販売し，１億円を寄付することでしたが，その目
標間近で天国へ帰っていきました。しかし，その志を受け継ぎ，仲
間や応援者が今もその活動を続けています。世の中には２つの決断
があります。「なぜ私だけこんな目に合うの？」と「私を通して何
かができるかもしれない。」あなたはどちらですか。死が定められ
ているのは，神の恵みです。死があるから，私たちは今を生きるこ
とができるのです。

　家庭内、近しい人達に対して赦し、愛する事が出来ているでしょ
うか？私達は赦されたのだから、赦されたものとして、赦せない
相手を赦す決断をすることができます。私達にはすべきことをす
る責任がありますそれは「赦すこと」「愛すること」です。
私達が赦すことによって、例え現状は一度に変わらずとも、私達
の内側は神によって大きく変化していきます。あなたの心に回復
が起こると地は産物をもたらすからです。
アブラハムはどんな状況の中でもロトを赦し、愛しました。
そのアブラハムは神から圧倒的な祝福を受けたのです。私達もア
ブラハムのように決断し行動していきたいですね。
そしていのちがけで人類に神の赦しを与えて下さったお方がイエ
スキリストです。神の愛（赦し）は一方的な神の恵みであります。
それを知っている私達は、赦さない事を繰り返してはいけません。
赦せない人がもしいるなら、赦す決断をしていきましょう。

 ピリピ４： 1～５　

祈り

 神は，すべての人に平等に神の特権，意思決定権を与えました。
年の初め，あなたが掲げた抱負は，あなたの決断によって友と
ともに成されるときに完成されます。今あなたが心の内に受け
入れることができない環境や人に対して，それを愛し，祈って
いきましょう。主はあなたの祈りに答えられます。あなたは変
われます。外側でなく，内側を美しく保つものでありたいと願
います。一時の判断で人生を誤ることがないよう，ともに祈っ
てきましょう。

早天祈祷会6：00~

近藤帆風 實金史恩

僕は今、からくり人形の工作キットを組み立てています。江
戸末期の発明家「田中久重」が開発した弓曳童子というから
くり人形の組み立てキットで、ゼンマイを巻いて始動させる
と台の上の矢を手に取り弓につがえて引き絞り、的に向けて
放つという物です。今は、人形が精密に正しく動くための調
整作業をしているのですが、これがなかなか難しく、調整を
終えたと思って再び作動させても動きにどこか不具合が生じ
てしまいます。これを組み立てている時、僕は、これを作り
出した田中久重はすごいなあと思いました。そしてそれと同
時に、僕が好む様々な生き物を作り出した神様の存在にも驚
かされます。この世の生物の体は細胞一つ一つに至るまで極
めて精巧に作られており、それらは人間が作る機械類よりも
遙かに優れています。偉大な技術者が作ったからくり人形で
さえ再現が容易でないのに、神様が生み出した動植物たちを
人間が一から作る等不可能でしょう。そんな人知を超えた偉
大な神様をこれからも賛美し続けたいと思っています。

『【主】よ。あなたのみわざはなんと多いことでしょう。あな
たは、それらをみな、知恵をもって造っておられます。地は
あなたの造られたもので満ちています。』（詩篇104:24 ）

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~

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~

与えることの喜び～ピリピ書４章１節～５節～与えることの喜び～ピリピ書４章１節～５節～

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    
鈴木たかよ

　　

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~

　

誕生者のお祝い

金森郁子

田中順子

平澤瞳

与えらる志は一代・一人で終わるものではない
～テラの人生～
与えらる志は一代・一人で終わるものではない
～テラの人生～

眞砂仰

下見麗奈   牧李香

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

天智誉主

 新　年　礼　拝 新　年　礼　拝

神様とアブラハム

１月２日家庭礼拝

神に賞賛される生き方
「宥和」

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~

大澤正嗣

セル祈祷会

アブラハムとロト

アレックスのレモネードアレックスのレモネード

「愛（恵み）」＝「寛容」＝「赦し」
～第１コリント１３節４～５章～
「愛（恵み）」＝「寛容」＝「赦し」
～第１コリント１３節４～５章～

小林豊年


