
　

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

泉水浩

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（１月３０日）

岩﨑 祥誉
西嵜 芳栄
高橋 奈津江
富岡 美千男
西山 秀平
山本 麻美
日名 陽子
池田 優香
池田 優香
富岡 牧
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今週は… ルカ 6章 39節～ルカ8章 25節

　～リビングライフより～

「自分を砕けよ！」「自分を砕けよ！」
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代 表 祈 祷
献 　 　 金

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
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要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）

：

：
：

聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

朽木佑太

亀澤侑美

（ ２０２２年 1月１６日 ）

（要約者： 富岡 美千男 ）

チャーチミーティング

　特別祈祷会
　  福澤先生

イエス様にとっては，創造主であり天の栄光ある御座から世
に下ってこられ、人間として存在すること自体が苦難であっ
たと思います。
そのうえイエス様が神の国を宣べ伝えると、悪の支配者たち
は、イエス様を迫害し、十字架につけました。イエス様がこ
のような十字架の苦難を受けられたのは、罪人を救うという
父なる神のみこころに従うためでありました。

イエス様は義のために迫害されている者は幸いであり、天の
御国はその人たちのものだと語られました。だから世のむな
しい幸せのために、永遠の滅びを選ぶようなことはしてはい
けません。
不義に満ちたこの世でイエス様に従うところでは、嘲けられ
ることがあっても、心にある神の国の平安は消えない。それを、
喜びながら、信仰によってこの世と戦って勝利しましょう！！
今日私は、この貧しい人とあるように、どんな状況にあって
もどんな苦難にあっても心揺さぶられ高ぶるのではなく、へ
りくだりイエス様に従って永遠の救いといのちを受ける知恵
ある選択をし、イエス様と共に歩んでいきましょう。

牧 一穂 牧師
行司 伝道師  
全本 みどり
辻 総一郎

　

1 月の誕生者
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農と食のWS

『DOOR TO DOOR』という映画が紹介されました。脳性麻痺のビル・ポー
ターという人の人生の物語です。彼は営業の仕事につきますが一番売れな
い地域に行かせてくださいと志願します。様々な苦難や葛藤がありました
が、１日も休まず忍耐を続け２４年後にはトップセールスマンになります。
私達は言葉に注意しなければなりません。語る言葉は多くの人にあなたと
いう人物を定義づけていきます。軽い人、チャラい人、嘘の多い人、信頼
できない人、何故そのように言われるのかというと全て言葉にあるわけで
す。どの様に言葉を選んでいますか。聖書の中には言葉に対して一時も黙っ
ていない、悪であると言っています。特にリーダーと言われる人達。家族
の父親、母親、職場でのリーダー、クラスでのリーダー、友達との後輩、
先輩全てがリーダーにあたいします。少しでもその人よりも責任があると
思った時点で言葉を選ばなければなりません。私達はどの様に言葉を選ば
ないといけないのかみていきます。ピリピ書のストーリーを学んできまし
た。今日の箇所は与えること、実践ですあなたが善い聖書の教えについて
どうやって実践していくかを学んでいきます。
ビルのお母さんは息子に対して真実を伝えようとしました。息子が就職が
決まった時お母さんは神を賛美しました。これは真実が起こったからです。
神の真実は変わらないということです。神は人を取り扱って神の愛が表さ
れた時神は人に脱出を与えるという真実があります。なぜならば愛だから
です。
私達の人生には沢山の問題が起きてきます。こうなって欲しいと思ってい
ることではない事が起こりますが、そんな時私達が神の真実を知っていれ
ば神様はこのことを通して必ず私達に何かを伝えて益としてくださるので
す。これは聖書が与えられている事の根拠です。多くの歴史の先人達が道
を乗り越えた時どうなったかが書いてあるからです。
このお母さんは息子に対して自分がいつまでも生きられないということを
良く理解していました。この息子が変わった瞬間は自立した瞬間だったの
です。お母さんがアルツハイマーになって記憶が薄れていく、その時に息
子は変わろうと決めれました。私達が子供達の次の世代に伝えれる事は何
かというと忍耐と自立です。忍耐と自立があればこれ以上伝える事はあり
ません。逃げなければ神様はその人に働いてくれます。自分の足で立とう
とすればそれでいいのです。問題が起こる時に私達は学びます。その問題
の回避を誰かがすると成長できません。自分で解決出来るようにして、ど
うしても乗り越えられない問題の手伝いだけはします。それが私達のする
べき事で、何故そうするのかと言うと神様がそうしたからです。宥和のテー
マに立ちながら善い行いをどうやって行っていくかを考えていきます。学
び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいと言っています。実行しな
さいと言った実行のチャンスが次の御言葉にかかってきます。

『私のことを心配してくれるあなたがたの心が、このたびついによみがえっ
てきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなたがたは心にかけ
てはいたのですが、機会がなかったのです。』(ピリピ４：１０)
彼らはパウロに一度ならず二度も支援をしてくれました。ピリピの教会は
非常に与える教会でした。しかし、今までチャンスがなかったと言ってい
ましたが、チャンスが起こった時にあなたは心にかけていた事をしてくれ
たと言いました。クリスチャンは良いことを言います。職場でもとてもい
い発想が出てくるはずです。そして、問題を見つけると気づきます。とこ
ろが中々上手くいきません。何故かというと、実践を相手にあなたのやり
方は聖書的じゃないと求めてしまいます。
そこでパウロはそうゆうことをさせなさいと言ったのではなくて実践をあ
なたがしなさいと言ったのです。どのように実践をするのかというとビル
のお母さんは息子に就職先を斡旋したのではなく、手取り足取り教えたた
のではなくお母さんがしたことはパンに忍耐と書いて最後まで忍耐しなさ
いと教えました。お母さんは見ていたのは正しい目線でした。
自分は居なくなり息子を支える人は居なくなると。お母さんはその場しの
ぎをしたのではなく息子が自立して生きれる道を伝えようとしたのです。
絶対に出来る事だけを伝えました。息子は忍耐という言葉が絶対できると
いう言葉に結びついて結果、実を結びました。私達がしなければいけない
こと、教会が毎週していること、この状況の中で礼拝をしようとする行為。
お母さんがとる行動を一人一人に伝えるからです。私達は週に一回起こっ
た事を顧みながら礼拝に参加して考えるのです。本当に自分は与えられた
かを。

賞賛に値するとは人には出来ない事をやったからです。彼は映画になりま
した。そして、彼のストーリーは日本に来ました。日本でも映画になりま
した。これが称賛されるということです。何故称賛されたのかというとお

母さんが人には出来ないことをやり遂げてそれによって息子が人には出来
ないことをやり遂げて結果多くの人が息子を普通の健常者である人を超え
るという奇跡が起きたからです。この映画が教えたいことは何か問題があ
るから出来ないのではなくてその問題に対して文句を言っているから出来
ないと教えているのです。
暗いと不平を言うより進んで明かりをつけましょう。
渡辺和子さんが残した言葉です。称賛に値するという事は人には出来ない
事をやったという事です。私達が他の人と違う行動をとった時に起こるの
です。ですからクリスチャンは人に教えるのが仕事ではなくて、人がやっ
ている事と違う道を選ぶ決断できるのは聖書に
書かれている狭い門から入りなさい。滅びにいたるは門は大きくその道を
見出す者は稀であるという言葉に全てかかっています。狭い門とはラクダ
の針の穴という門がありました。イスラエルにはラクダの針の穴という門
があります。頭を下げてへりくだって通らなければならない道ということ
です。戦争の為に造られたのですが、イスラエルの民は門を用いて子供達
に教えました。小さな正しい道は頭を下げてへりくだって通らなければな
らないと教えました。戦争の為に造った建物を子供達に教える時にこれは
戦争での方法ではなくて私達が人生で正しい道を見つける為の方法だと教
えるのです。このように教育というのは私達が子供達に身をもって受けさ
せる事を教えられるかどうかなのです。ビルのお母さんがとった行動は正
しくこの行動だったので、実を結びました。

心にかけていてやってはいけないことをいざという時にやっていては意味
がありません。皆さんが一番弱い事は何でしょうか。あなたは分かってい
るはずです。自分の言われている弱いところを後回しにしている人は上手
くいくはずがありません。ですから、心にかけているのですから実践する。
良い事も悪い事も同じです。悪い事ならやらない。弱点であるなら克服す
る為に何かをする。良い事であるなら言うだけでなく実践する。
私達は失敗することで問題点に気づきその人は考え方が変わりどれだけ回
りがその人に寄り添って一緒に成功を見せてあげることです。成功とは上
手いくことではなくてその道を逃げなかった結果得た恵みを見せてあげる
ことです。これがとても大事です。失敗して止めてしまう人は自信がつく
ことなく終わってしまいます。

そこで私達は明かりをつければいいのです。問題が起きる、失敗する、上
手くいかないそんな時は真っ暗になった状態です。種を蒔くために種を備
えていなくてはなりません。パウロは自分がやって子供達に見せたと書い
てあります。私があなたがたに教えたことをやりなさいそうすると平和の
神があなたがたとともにいてくださいます。平和の神とはあなたを通して
働く御霊です。内住の御霊は平和をつくります。あなたを通して平和がも
たらされる為には聖霊様と一緒にいることパウロが教えたことはピリピ書
なのです。試練の中で御霊と共にいなさい。奉仕の中で御霊と共にいなさ
い。信じることで御霊と共にいる。与える事で御霊が伴います。あなたが
試練で学んだこと、奉仕の中で学んでいること。そして、信じる中で学ん
だことを与えて実践しなさいと伝えています。平和の神は全てのやり方を
私達に教えて祈ること、御霊と共にいること、イエスキリストが行ったよ
うにアンダースタンドに立って人々に信頼を得ること。それによって人々
を造り変えようとしています。私達がもし御言葉を聞き、御霊と共にいる
ことが出来れば次の世代はあなたに増して良いしもべになっていくことで
す。

 ピリピ４： ８～１０　

近藤帆風 實金史恩

那須澄雄

2022 年新年の抱負を考えている時に『岩塩』という言葉が出
てきました。初めは何のことだろう？と考えていると気づいた
のです。これは今の私だ…周りに溶け込むのが苦手で結局 1 人
でやる方が楽だと思い溶け込むことが出来ない泉水ひろし改め
岩塩ひろしでしょと神様に言われたように感じました。
岩塩は砕くから料理に使えて素材を美味しくするのです。なら
私も自分の周りの人に溶け込んでいくためには十字架ハンマー
で『自分を砕く』必要があるのだと理解しました。そして、溶
け込むだけでなく責任ある行動＝言ったことは最後までやるこ
のことが新年与えられた想いです。
今年の抱負は『溶け込む、責任ある行動』です。もし、周りに
溶け込んでいない岩塩ひろしを見かけたら『自分を砕けよ～』
と遠慮なく声を掛けてください。

『あなたがたは地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によっ
て塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投
げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなたがたは世
の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、
明かりをともして升の下に置いたりはしません。燭台の上に置
きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。この
ように、あなたがたの光を人々の前で輝かせなさい。人々があ
なたがたの良い行いを見て、天におられるあなたがたの父をあ
がめるようになるためです。』（マタイの福音書 5:13～16）

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

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　　

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~ 早天祈祷会6：00~

藤原ふきこ

西嵜芳栄　朽木智子

　

　　　

　　　 

　

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

やってはいけないことをやらないやってはいけないことをやらない

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
          　

　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

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

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~

大島泰子 藤原久美子

天智誉主

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

人がしない事をする生き方

「神に賞賛される生き方
 善い行いの実践」

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

御霊と共にある人生御霊と共にある人生

さいごに…

イエスキリストが選んだ道は人を変えようとするのではなくて自
分が人々に姿を見せるという生き方だったのです。聖書は生き様
が描かれています。神から語られた御言葉に生きようとした人と、
背いて生きた人の生き様が記録されているのです。それが神の言
葉として私達に残っています。聖書はイエスキリストの生き様を
見せることで私達は学んだのです。パウロは言います。そのイエ
スキリストに学んだ私の生き方を学んで行いなさい。失敗者だっ
たパウロがもう一度敗者復活してプロテスタントは敗者復活なの
です。あなたはどんな状況でもやり直せます。しかし、やり直す
人に大事なのは同じ過ちを繰り返さないことです。過ちを犯して
しまったらもう一度底辺に立って神様の前に悔い改めることを貫
くことです。そうすると平和の神が失敗者のあなたに共にいてあ
なたを祝福してくださることを知ります。

DOOR　TO　DOORDOOR　TO　DOOR

ピリピ 4：10ピリピ 4：10


