
　

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

秋山耕平

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（１月２３日）

行司 伝道師
全本 みどり
辻 総一郎
西山 秀平
秦泉 寺朗子
山本 麻美
唯恵 伝道師
澤口 建太
岩﨑 祥誉
澤口 明子
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今週は… ルカ 4章 31節～ルカ6章 38節

　～リビングライフより～

「金魚鉢の祈り」「金魚鉢の祈り」

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

山本真理  秋山恭子

朽木佑太

亀澤侑美

（ ２０２２年 1月９日 ）

（要約者： 泉水 京子 ）

チャーチミーティング

チャーチミーティング

　特別祈祷会
　  福澤先生

ルカ 3：21-38 この箇所はイエス様が働きを始められる瞬間と、それまで
の歴史などが書かれています。
21-23 節『さて、民がみなバプテスマを受けていたころ、イエスもバプテ
スマを受けられた。そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のよう
な形をして、イエスの上に降って来られた。すると、天から声がした。「あ
なたはわたしの愛する子。わたしはあなたを喜ぶ。」イエスは、働きを始め
られたとき、およそ三十歳で、ヨセフの子と考えられていた。ヨセフはエ
リの子で、さかのぼると、』
「私はあなたを喜ぶ」という部分は原語でエンソイユドケサと言います。直
訳すると、良く見える、という意味で、喜ぶ、選択するという意味がある
そうです。神様は私たちを救う選択をし、それを喜ばれたのです。イエス
様が生まれるまで、テラ、アブラハム、ダビデなど 70代以上をたどってき
た歴史があります。それはなんのためでしょうか。私のためです。ここに
いる一人ひとりのためです。世の初めから今まで、私のために神様は完璧
な計画を用意されました。それだけあなたは大切な存在なのです。私たち
はよく人と自分を比べて、「自分なんて」、もしくは逆に「あいつなんか」
と判断したり裁いたりすることがあります。しかし、今日の本文で見たよ
うに、あなたを、そしてあなたの隣の人のために神様は何千年も前から働
かれておられます。この朝、もう一度思い出しましょう。私がどれだけ愛
された存在であるか。隣の人がどれだけ尊い存在であるかを。その愛に感
謝し礼拝する一日となりますように。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵 伝道師  
行司 伝道師
牧 三貴子

　

1 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

 

農と食のWS

 「免許皆伝」とは、辞書を調べると師匠が弟子にその道の奥義
をことごとく伝授すること。とあります。
前回、私達は「私に習う者」としてアブラハムの生き様を見ま
した。（ロトに対してのアブラハムが向き合う姿）
その姿は、命がけの愛ととりなしの祈りの姿でした。
『兄弟たち。私を見ならう者になってください。また、あなた
がたと同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに、目
を留めてください。』（ピリ3:17）

 韓国に木裏って書いて「きっぽ」と読む地域があります。
そこは製造業や工場団地が盛んな場所だったそうです。そこに
ある一人の手のない男性がいました。その男性は教会に通い、
とても忠実に神様に仕えていました。
赴任してきたばかりの牧師は事情を知らないまま、彼に手の事
を聞きます。
彼は隠す事なく話します。昔、賭博にはまってしまい、親戚中
から二度とそういうことができないように手を全部切られた
と。男性はそのよう状況になっても妻にお金を借りてこさせよ
うとしましたが、妻は男性のためにこれ以上借金を増やす訳に
はいかないと意地でも借りに行きませんでした。しかし男性は
手を切られても止める事ができませんでした。男性は妻に、命
令に従わないなら殺してやる！と脅し、妻は山に逃げました。
それでも男性は妻を追いかけ、崖から突き落とそうとしました。
そのような状況でも妻は男性が天国に行けない事を心配し、突
き落とされる寸前に、男性の為に祈ります。「夫は今私を殺そ
うとしていますが、どうか夫を愛して許してあげてください。
そんな事がしたいのではなく本当は優しい人なんです！」と。
すると彼は今まであれだけ凶器に来るっていたが、突然涙が溢
れ、自分の道を改め、そしてクリスチャンになりこの 1回の出
来事で彼は指を切られても止められなかった賭博を止め人生が
変わりました。
一人の人の愛による祈りはここまでして人を変える、一人の人
が誰かのために命をかけると言う事は、
これほど私たちに大きな影響を与え私たちに受け継がれている
のです。

 『何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげ
る祈りと願いによって、あなたがたの願い事を
神に知っていただきなさい。』（ピリピ4:6）
　感謝をもって捧げる祈りと願いは既に聞き遂げられていま
す。なのに、私達は不安になります。だからこそ、私達は守ら
れていることを受け入れる必要があります。
『そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなた
がたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。』
＝（軍隊が列をなすような意味がある）（ピリピ4:7）
大勢の軍隊が列をなして、守ってくれるほどに私達は守られて
いるのです。これは祈りによって受け取ることができ、祈りに
よって成り立ちます。

聖書の御言葉は何と私たちに教えているでしょうか。幸せの秘
訣とは、
『私は、貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる
道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富む
ことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得
ています。』（ピリピ4:12）
です。その具体的な内容は次の御言葉に書かれています。
『何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげ

る祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知ってい
ただきなさい。』（ピリピ4:6）
「何も思い煩わない。」とは「祈る」ことです。煩うことをやめ、
祈りに向くならば、エレベータのように次の事が成されてい
きます。

・感謝をもって･･･「感謝」ダビデは感謝すべきことを過去か
ら探しました。
・真実･･･誰も変える事ができない唯一の存在（神）をごまか
さない。神様の前にごまかしはないでしょうか？
・正しい･･･神と人の前に正しいでしょうか？人と人の前では
ありません。
・清い･･･罪はないか？罪に敏感になりましょう。
・愛すべきこと･･･愛していますか？
・すべての評判の良いこと･･･これらの事が出来ていれば、そ
のような人の評判は良いのです。これは結果です。
・徳と言われること、称賛に値する･･･そのような人生になり
ます。
だからこそ、「思い煩わず」神がせよと言われていることを聴
き、上記の事に心を留めるだけで良いのです。だから思い煩
うよりこのみことばを選んで歩んでいきましょう。
クリスチャンがうまくいくための秘訣は、自分の心が騒がな
いことです。
左右されないために、神様が何をしろと言っているか聞くこ
とです。そうすると私達の心は守られ、これと決めた道をう
まく進むことがきます。

 人は、全世界の問題を解決するようには生まれてはいない。
しかし、自分の限られた理解力のなかで、やらなければいけ
ないこと、そして、自制しなければいけないことは見出せる
はず。
幸福な人間とは、自分の人生の終わりを始めにつなぐことの
できる人のことである

 ピリピ４： 6～8　

最後に

神様の愛は私達を決して裏切ることがありません。
神様の前に忠実に祈りましょう。
閉ざされた時私たちは自分を見つめることができます。
足らなかったこともっと出来たはずの事を私たちは想い
返せる事が出来ます。
思い煩わないと感謝を受け取ることが出来ます。そうす
れば私達は守られます。
今神様がなされている問題は、解決されると信じましょう。
全ての人の言葉を神様のものとして聞き、悪意のある言
葉でさえもあなたにはプラスになります。心を騒がせな
いという免許証を受け取りましょう。

近藤帆風 實金史恩

自分は今北海道の CFNJ という学校で臨在と雪の中で聖書について勉
強しています。自分の学校は アメリカにある CFNI という神学校の姉
妹校ということで世界宣教などに思いをもったクリスチャ ンが多い
学校です。CFNJ が掲げているみことばが、詩篇 96 篇 3 節「主の栄
光を国々の中で語り告 げよ。その奇しいわざを、すべての国々の民
の中で。」というみことばを掲げ日々学んでいます。 その中で、前学
期から実習という時間の中で「金魚鉢の祈り」という祈りが始まりま
した。 生徒ひとりひとりがそれぞれ身近で救われていない方の名前を
上げてみんなで祈っていこうとい うものでした。僕は弟の周平の名
前を書きました。そしてみんなでひとりひとりのために名前を 出し
て祈っていく中で僕は主の凄さを体験しました。サンデーのキャンプ
に周平が全日程参加し たというのを母からの LINE で知りました。正
直、想像も出来ませんでした。夏までは教会行きた くない !って駄々
こねていた周平しか知らない自分からするとそのキャンプに参加した
というの は、本当に神様が働かれたんだなと思いました。冬に帰省
した時も今までだと教会にきても中に入 りたくないと散々ぐずって
いた彼がまだみんなと遊びたいから帰りたくないというほどに変わっ 
ていました。 彼の心が変えられたこと、本当にイエス様に感謝し、栄
光お返しします。そして、周平に関わってくださった方々にも感謝し
ます。

詩篇 6:9「主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れ
られる。」 ハレルヤ !主は良いお方

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~ 早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

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~

【免許皆伝】～私に習う者～【免許皆伝】～私に習う者～

【ゲーテ】【ゲーテ】

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

　　 淺野主眞

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

　眞砂仰

　特別セミナー
　有賀先生 　特別セミナー

　有賀先生

　

誕生者のお祝い

田中順子

平澤瞳

佐々木芽生

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

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~

大島泰子 藤原久美子

天智誉主

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

【免許皆伝】～とりなしの祈り～

神に賞賛される生き方
「免許皆伝」～幸せの秘訣～

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~

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

【幸せの秘訣】
～先人を通して免許皆伝されている～

【免許皆伝】～命がけの愛による行動～【免許皆伝】～命がけの愛による行動～

【煩うことをやめ、祈りに向くならば】
～ピリピ4:6－8～


