
　

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

澤口明子

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（２月６日）

西嵜 芳栄
日名 洋
河島 弘子
山本 洋子

山本 麻美
行司 伝道師
神達 良子
髙橋 奈津江
牧 三貴子
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今週は… ルカ 8章 40節～ルカ10章 16節

　～リビングライフより～

「向日葵」「向日葵」

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

亀澤侑美

（ ２０２２年 1月２３日 ）

（要約者： 岩﨑 祥誉 ）

チャーチミーティング

イエス様が神の国の福音を伝えた目的は、人々がそれを聞いて信じ、
救われるためでした。しかし、福音が伝えられる所にサタンはいつも
ついて回り、福音の実が結ばれないように妨害します。種まきのたと
えで『道端に落ちた』とは、御言葉を聞いたがサタンの妨害を受けて、
福音を受け入れないケースです。『岩の上に落ちた』とは、御言葉を
聞いたときは、喜んで受け入れているが、試みにあうとみことばを手
放すケースです。『茨の真ん中に落ちた』とは、思い煩いや快楽の誘
惑のために、御言葉を信じて従うところまで至れないケースです。サ
タンはそのすべてに直接、間接的に関わってきます。よって福音を証
する時は、サタンとの霊的戦いがあることを覚えておく必要がありま
す。しかし、私達は恐れることはありません。それは聖霊の力と助け
を受けられるからです。
また、『種が良い地に落ちた』とは、御言葉を聞いて守り、実を結ぶケー
スです。神のみことばを聞いて従うところでも、サタンは妨害しよう
とあらゆる手を使ってきます。しかし、私達は、信仰によって忍耐し、
なおも神様に従い続けるなら、実を結ぶことができます。神様のみこ
とばを守り行うことを決してあきらめていけません。そうするなら、
その実は、100 倍 60倍 30倍にもなると約束されています。　
神のみことばに聞き従い、実を結ぶ良い行いは、世の人々に真理の光
を蹴らすことでもあります。御言葉に従って歩む私達を通して、間接
的に御言葉を経験し、神の恵みを目にします。ですから、今日一日私
達が、神のみことばの実を結びながら、光としての使命を果たし、世
に真理と救いの光を輝かせましょう！！

牧 一穂 牧師
岩﨑 祥誉  
西嵜 芳栄
高橋 奈津江

　

1 月の誕生者
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農と食のWS

　

今、世の中では様々な問題が起きていますが、あなたはそれを本当に知っ
て理解し「共感」していますが？「大変そうだな」と理解し「かわいそうだな」
と共感しているかもしれません。でもそれを「分け合って」いるでしょうか。
ピリピには４つの分類（テーマ）がありました。 
・試練の中の喜び（1:1~30） 
・奉仕の中の喜び (2:1~30) 　　
・信じることの喜び (3:1~21) 
・与えることの喜び (4:1~23) 
「与える」というと「チャリティー」「慈善活動」そう言った言葉もありますが、
「慈悲」は神様が与えるものであり人間が与えるものではありません。私た
ちはその人と共に歩んで解決していくので「慈悲」ではなく「供え」なのです。
人が慈悲で与えると相手は弱者から抜け出すことができなくなります。ピ
リピ書の中で最後に私たちにパウロが伝えたいのは「人と向き合う時にど
のように共感しているのか」ということなのです。
こんな例え話があります。金持ちが使用人を雇っていました。この使用人
は熱心なクリスチャンでした。ある時金持ちが尋ねます。「おまえはクリス
チャンなのになぜそんなに苦しい生活をしているのか。そんな生活はやめ
て自分みたいに生きたらどうだ。」すると使用人は「鹿狩り」を例えにして
答えました。「2 頭の鹿がいて、1 頭はせしめてもう 1 頭は逃げた。あなた
ならどちらを追いかける」金持ちの主人が「逃げたほうだ」と答えると使
用人は「私がたくさんの試練にあっているのは生きていて逃げているから
で、あなたは死んでいるから放っておかれているのだ」と答えたのです。
ピリピ書はまさにこの使用人の生き方です。

パウロは様々な難を通ってこの御言葉に出会っています。そして大好きな
ピリピの人に手紙を送ったのです。
「 それにしても、あなたがたは、よく私と困難を分け合ってくれました。」（ピ
り４：１４）
パウロが投獄されて苦しい時に、その支えになっていたのは自分の心をわ
かっている存在がいたということでした。そしてそれをしたのはこのピリ
ピの人々だけでした。「 私は贈り物を求めているのではありません。私の
ほしいのは、あなたがたの収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。」（ピ
り４：１７）ピリピが収支を償わせて余りある霊的祝福をうけたのは「困
難を分け合って補った」からでした。献金はとても大切なものです。なぜ
ならその人の人生がかかっているからです。献金とは神様との約束行為で
した。だから昔は収穫した作物でしたが今はお金になりました。作物なら
私たちは「与えられてもの」だと思えます。しかしそれがお金になった途
端に「自分の手柄」になってしまい感謝することが難しくなりました。で
もだからこそ、神様を本当に感謝しているかを学ばされるのがこの御言葉
です。パウロは自分にしてくれことに対して嬉しいと言っているのではな
く、ピリピの人々が自分に喜んでしてくれたことにより神様から「絶対に
祝福されるからうれしい」と言っているのです。だから「その生き方を保て」
と伝えているのです。神様は傷みを知っている人が同じ傷みの中にある人
を助けようとするときに祝福をもたらし、それをする行為が「キリストに
したこと」だと言っています。収支を償わせて余りある霊的祝福は経済的
なもののみならず、あなたの環境を整えるのです。神様に捧げることは信
仰の土台です。神様の前に私たちがどんな姿勢でいるかが大切です。しな
ければならないでやるのでは意味がありません。「心が大切」だと伝えてい
ます。上からでもなく慈悲でもなく「共感」です。そこには「その人と一
緒に抜け出す」という決意が必要です。ピリピの人たちはパウロが投獄さ
れていた時に自分たちも投獄されているような気持ちになっていたのです。
そして什一献金の祝福は、もちろん金品を捧げることが目的ではありませ
ん。捧げる時に自分の執着を確認できます。だからこそ、神様に捧げると
いう働きを忠実に果たしましょう。また什一献金は神の同労者に用いられ
ています。宣教には沢山の戦いと痛みがありますが、その痛みを共に背負
い支える事にもつながっています。
　パウロが伝えたいことは、「共感」「心の決意」です。同じ痛みを通った
人が同じ痛みの中にある人を助ける
時に、神様は霊的祝福をもたらします。神様に示されたことを毎回きちん
と行いましょう。繰り返しになります
がどんな姿勢で行っているのかが大切です。これがピリピの教会の心が神
に賞賛されるとパウロに喜ばれた理由
です。

「私は、すべての物を受けて、満ちあふれています。エパフロデトからあな
たがたの贈り物を受けたので、満ち足りています。それは香ばしいかおり

であって、神が喜んで受けてくださる供え物です。･･･。」（ピり 4:18～
20）香ばしいかおりとは何でしょう。旧約の時代罪を犯した人が一番最良
の羊をいけにえとして燃やした時のにおいです。愛のある共感、供えが「か
おり」です。神が喜ばれるのは物ではなく「あなた自身が聖なる生きた供
え物」になることです。そうなるためには神様の道に歩んでいる人や苦難
の中にいる人と同じ気持ちになり、同じ環境にいなくてもいる気持ちに
なって神様の愛を伝え、共に働くことが大切です。これは神の使命に立っ
て生きようとする人たちと共に共感していこうとする行為であり、これが
「献金」であり「捧げ物」なのです。神様が満たしてくださることで神の
御栄が続いていくのであり、この地にあってこの神の御栄が続くためには
「共感」が大切です。また 19節「キリストにある」とは、イエス・キリス
トがその人に共感して備えものになったという意味です。つまり、私達も
キリストに習う者として、神の使命に立っている人と共感し共に働き、神
様の愛を伝える。そういう者には、「キリスト・イエスにあるご自身の栄
光の富をもって、あなたがたの必要をすべて満たして下さいます。」（19）
と約束されています。神の御栄がこの地上である為には「共感」が大切です。

「キリスト・イエスにある聖徒のひとりひとりに、よろしく伝えてください。
私といっしょにいる兄弟たちが、あなたがたによろしくと言っています。･
･･。」（ピり4:21～ 23）「キリスト・イエスにある」とは十字架です。イエス・
キリストが私たちに共感して供え物となったことを知ってほしいのです。
「よろしく」いう言葉にもイエス・キリストの十字架が入っています。私
たちに「この道を生きて」と言っています。　このあと「カイザルの家（ロー
マ）」という言葉が出てきます。パウロはこのローマの人々によって処刑
されたのですが、その後このローマに救いが起こります。
歴史を見るといつの時代も、共感するものの中に裏切る者がいます。この
「共感できない」という罪は自分のために人を傷つけてしまうような行為
に至らせます。そして、恐れや不安に追いやられた結果、間違ったことを
してしまうのです。しかし、キリストの心の供えがあればそんな誘惑にあ
うことありません。
　あなたはパウロの生き方に本当に「共感」できるでしょうか。そしてパ
ウロの生き方はまさに「イエス・キリスト」の生き方です。人々の人生に
真剣に向き合い、関わり、伝える・・・この生き方は確かに大変かもしれない。
でもここに共感し、イエス・キリストの恵みが私たちの霊から離れず、そ
のイエス・キリスト心でいられるようにありたいのです。赦された霊を持っ
ている人は、真の共感をすることができます。

ここで時に注意が必要なのは、共感→同情・慈悲ではないという事です。
特に今回の「共感」は、神様の使命に立っている人に対して宣教での痛み・
環境・心などを自分のことのように理解し、共に背負い、共に働くことで
あります。自分の通ってきた痛みと重ね合わせて、「可哀そうに･･･」と同
情することではありません。これを取り違えてしまう事がありますが、そ
れは「共感」ではなく「慈悲」です。神様があなたに示した人を支えましょう。
余計な手出し、自分の思いで人に寄り添うと、その人が受けるべき霊的祝
福を奪い去る事になってしまい兼ねません。ﾋﾟﾘﾋﾟ4:8~9 を実行する者とな
りましょう。大切なことは、その人が神からの「霊的祝福」が受けられる
ように人に共感するということです。

 ピリピ４： １0～２３　

近藤帆風 實金史恩

那須澄雄

子どもたちが喜んで歌っている賛美の一つに『向日葵』という
曲があります。向日葵の花を思い浮かべながら歌うと自然と笑
顔があふれてきて元気を与えられます。今はそう思えるのです
がこの賛美を歌い始めたころは、この歌の歌詞が素直に受け入
れられませんでした。私は向日葵にはなれないな。暗いし。と思っ
ていたのです。ある時一つ一つの言葉の意味をその通り！と思
いながら、歌ってみました。すると、向日葵の花が太陽に向かっ
て咲くように、私も神様をみあげたらいいんだ。自分にはでき
なくても神様が造られた私は神様を見上げることができるんだ
と。歌詞の意味に深く納得させられました。向日葵は曇り空の
時でも太陽に向かって花を咲かせることができるのだから、私
も心がふさぐことがあったとしても、ただ、神様を見上げよう。
と思わされ嬉しくなりました。今ではこの賛美をよく口ずさん
でいて、力を与えられます。
　夏の太陽に向かって咲く向日葵はまっすぐで力強くて、見て
いるだけで元気になります。私も向日葵みたいに、神様に向っ
ていく生き方を通して、周りの人々に元気をプレゼントしてい
こうと思います。

　　　　太陽に向かい　まっすぐに育つ
　　　　そんな姿を心に映し
　　　　僕らも強く　生きていこう
　　　　ただ神様を見上げて　向日葵のように

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~

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~

【収支を償わせて余りある霊的祝福】【収支を償わせて余りある霊的祝福】

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    

　　

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

　特別礼拝
　福澤先生

　

誕生者のお祝い

佐々木芽生

新開晶子

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

20：00~県北祈祷会

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

天智誉主

藤原祐子

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

【神に賞賛される供え物】～神の御栄と共感～

「神に賞賛される生き方
 神の供え　分け合う」

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

【パウロの挨拶に込められた意味】【パウロの挨拶に込められた意味】

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。

【ピリピの４つの分類（テーマ）】～与えることの喜び～【ピリピの４つの分類（テーマ）】～与えることの喜び～

【真の共感】～霊的祝福を共に備えるとは？～【真の共感】～霊的祝福を共に備えるとは？～


