
　

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

富岡牧

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（２月１３日）

唯恵 伝道師
岩﨑 祥誉
眞砂 香和
牧 希穂乃
全本みどり
山本 麻美
岡本 享子
髙橋 奈津江
西嵜 芳栄
河島 晃太
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今週は… ルカ 10章 24節～ルカ12章 12節

　～リビングライフより～

「クリスマスの出来事」「クリスマスの出来事」
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

亀澤侑美

加藤優子

永井比和子太田幸子

（ ２０２２年 1月３０日 ）

（要約者： 池田 優香 ）

チャーチミーティング

今日の箇所には「神の国を示すべき弟子の使命」というタイトルがつ
けられています。イエス様が弟子たちを遣わせる、有名な箇所です。
イエス様は神の国を宣べ伝えるために、弟子達に悪霊を制して病気を
癒やす権威をお与えになりました。
2 節にあるように、イエス様が弟子達をお遣わしになった目的は「神
の国を宣べ伝える」事と、「病人を治す」ためでした。この事から、
神の国は御言葉を聞いて信じるだけの霊的世界ではなく、体の問題を
も解決される現実的なものであることがわかります。神の国は死んだ
後に行くところではなく、今この場にあるものだと言うことです。

ルカ 17：20－21にはこのように記されています。
『パリサイ人たちが、神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは
彼らに答えられた。「神の国は、目に見える形で来るものではありま
せん。 『見よ、ここだ』とか、『あそこだ』とか言えるようなものでは
ありません。見なさい。神の国はあなたがたのただ中にあるのです。」』
（ルカ 17：20－21）
私たちがお互いにイエス様を見上げているところが神の国です。この
世の政治や経済の影響を受けるのではなく、イエス・キリストの影響
を受けるところです。
神の霊が一人一人の内側に住んでくださり、私たちがイエス・キリス
トに結び合わされてたがいに愛し合い、祈り会う関係の中に神様は恵
みを増し加えてくださいます。そして、それぞれの生活の必要を満た
し、病気を癒やされる、その様な力があるのが神の国なのです。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄  
日名 洋
河島 弘子

　

2 月の誕生者
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ダイヤモンドは高価で貴重なものとして知られていますが、私
達の身近にある炭やグラファイト（鉛筆の芯、オーブンやストー
ブ等、様々なものに利用される）と同じ炭素で出来ています。
元の原子が同じであっても、その配列が違うだけで全く違うも
のになるのです。
もともと整っていたものが、少しずれるだけで価値がなくなっ
てしまう。これは聖書の教えでもあります。聖書の中に「信仰
には徳を」という言葉があります。この「徳」というのは私達
に与えられている優越性です。それは、このダイヤモンドと同
じです。
私達にあった素晴らしい卓越性は、あなたがあなたであるとい
う素晴らしさでした。何かがそれを壊してしまったことで、本
来の姿ではないものに変わってしまうのです。しかし、神様は
「すべてのことを働かせて益とする」という聖書の言葉にある
ように、ずれてしまった私達を本来の姿に戻そうとされます。
結婚する時には、なぜダイヤモンドの指輪を贈るのでしょう
か？指輪の台座がダイヤモンドという素晴らしい石をしっかり
と支えているのは、貴方をしっかりと支えていきますという
メッセージでもあるように思えます。同じように、私達の人生
は誰によって支えられるべきでしょうか。それはイエスキリス
トです。もし私達がダイヤモンドだとして、その素晴らしく作
られた本来の姿を保とうとするのなら、土台としてイエスキリ
ストが必要です。聖書のすべては、このダイヤモンドのように
神様が作られた被造物を通して私達の関係を伝えています。

神様によって与えられた卓越性を信じる時に、私達に備わった
徳が表されていきます。聖書はそれを、ダイヤモンドではなく
「金」という言葉で表現しています。金は精練するほど純度が
高まり、不純物のないものになります。その貴重な存在が金で
あり、あなただと言われているのです。
私達は沢山の不純物を抱えていますが、神様に出会うことで本
来の姿に戻っていきます。周りの人達と、良い部分も悪い部分
も見せ合いながら少しずつ不純物を取り除き、本来の姿を取り
戻していきます。
ある夫婦が、心理学者に質問をされます。この夫婦は子育てに
悩んでいて「うちの子はいつも失敗ばかりでうまくいかない」
と嘆いていました。この心理学者は、夫婦に本を渡して「これ
はお子さんのストーリー（人生）が書かれている本です。この
消しゴムで自由に消していいと言ったらどこを消しますか？」
と尋ねます。妻は急いで子どもの失敗を消そうとしますが、夫
は気付いて言います。「消してはいけない。自分達もこんな風
に失敗してきたんだから。なんでそれを忘れていたんだろうか」
自分の人生を振り返ってみた時に、失敗や痛みがあったから今
があることに気付いたのです。
同じような研究がアメリカでも行われました。クリスチャンを
対象に、ある大きな教会が教会員に「あなたが人生で神様によっ
て取り扱われ、恵みを受けたのはどんな時ですか？」という質
問をしました。結果は、礼拝や信徒の交わりと答えた人は1パー
セントほどしかなく、多くの人は「苦難の時に神様が恵みを与
えてくれた」と答えました。
私達は人生を歩む中で苦難の道を通ります。聖書に「苦しみに
会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなた
のおきてを学びました」という言葉があります。失敗を消すこ
とを選ばなかった夫婦のように、大切なのはその人が苦しい時
にそれを乗り越えられるよう後ろから支えることです。その人

が逃げ出しそうな時や諦めてしまいそうな時に信じて支えよ
うとする、その在り方は教会と同じです。教会は、その人が
自分の本当の姿を見つけるまで励まし、時に戒めて共に歩む
ためにあるのです。

「人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ば
れる。その人は倒れてもまっさかさまに倒されはしない。主
がその手を支えておられるからだ」（詩編37：23～ 24）
もし私達が神様と共に歩むなら、私達の人生が後に駄目にな
ることはありません。しかし、悪魔が与えようとする人生は
反対で、今だけ良くて後が悪くなる人生です。神様が与えよ
うとする人生は、今は葛藤があっても後が平安である人生な
のです。
聖書には素晴らしい人物が多く登場しますが、この人達は失
敗者でもありました。そんな失敗の人生に「あなたは失敗者
ではない」と伝えたのがイエスキリストです。この方は私達
の中にあるダイヤモンドや金のような本来の姿を見ておられ
ます。
私達は、この世の富や物質に目を向けてしまいがちです。そ
れを得た結果は、本当の輝きを失った不純物だらけの姿です。
聖書はそれを罪だと言っています。その罪を取り去るために
イエスキリストは十字架にかかられました。それは、私達の
不純物を取り去り、本来の姿に戻そうとする愛によってなさ
れたことです。

信じること・徳であること・知恵があること・柔和であること・
心が平安であること・自分を自制すること・喜びに満ちてい
ること・寛容であること・親切であること・私達の内側に善
意があること。これらのことを行う源は、神様と共にいると
いうことです。あなたは今、神様と共にいることを選べてい
るでしょうか？神様が私達の中で小さくされ、その働きが狭
められることがないようにしなければなりません。私達の中
心に、自分ではなく神様を迎えることができるようにしましょ
う。

 詩篇３７： ２２～３１　

三村信行

那須澄雄

中島歩美

子どもたちにとってクリスマスは、イエス様のお誕生日をお祝いする
日で、僕の為に来て下さったことを頭ではよく理解しています。一方、
欲しい物がプレゼントしてもらえる日でもあります。私はそんな子ど
もたちが本当のクリスマスを心で知る事ができるように祈っていまし
た。そんなある日、次男がプレゼントのお手紙を一生懸命書いていま
した。「何をお願いしたの？」と聞くと「…ないしょ。書けたら見て
もいいよ！」と言いました。息子が眠った後、そっと手紙を開いてみ
るとそこにはこう書いてありました。
「さんたさんおねがい。このことばをつたえてください。かみさまに
おたんじょうびおめでとうてつたえてください。」
ひとつひとつ丁寧に書かれた文字の横にはサンタさんとイエス様が一
緒ににっこりと笑っている顔と家畜小屋の絵が添えられていました。
そして裏面にもお手紙は続いていました。
「いつもたのしいじんせいありがとう。かみさまありがとう。かみさ
まにあってみたいです。あったらいっしょにあそびたいです。」と書
かれてありました。
わたしはこの素直なお手紙を見た時に、胸がいっぱいになりました。
子どもが胸を膨らませて夢に描いている存在を通しても、このように
真実と愛をもって語り、子どもを導いて成長させて下さるイエス様に
心から感謝します。
 
ルカによる福音書15：17
「はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなけれ
ば、決してそこに入ることはできない。」

14 日　加藤優子　　
15 日　佐々木亜弥
16 日    西嵜芳栄
              朽木智子
　  

早天祈祷会6：00~

22 日　舛田幸恵
23 日　山本麻美
24 日    藤原大靖
25 日　藤原祐子

3日　牧李香
4日   天智誉主
           近藤帆風
           寛金史恩
 

　

　6日　 佐々木芽生
    7 日　  亀澤侑美
  12 日      三村伸行
  13 日      全本みどり
                  　　

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

山本麻美

泉水敬子

　

　　　

　　　 

　

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

【神様と共に歩む人生【神様と共に歩む人生

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    

　　

キッズブラウン

キッズブラウン

キッズブラウン

キッズブラウン

19 日　那須澄
20日　 新開晶子
21 日     永井比和子
               太田幸子
          　

　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

全本みどり

新開晶子 藤原大靖

淺野恵子

　        

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~

藤原祐子

横山菜月

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝 「神に賞賛される生き方　あなたはどう生きる？
　私は彼と共に」

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~

本来の姿に戻る本来の姿に戻る

さいごに…

この世の富や物質といった間違ったものに目を向けるので
はなく、本質に目が向いた時に神様が用意してくださって
いる素晴らしい姿が表されます。時に苦難の道を通ること
があっても、それを神様は人生を切り開くための祝福に変
えてくださいます。私達の人生が光り輝くものとなるため
に、ダイヤモンドを支える台座のように神様が支えて下
さっているのです。
私達の支えるべきものは何でしょうか？私達の周りにも、
本来の姿からずれてしまった宝物（ダイヤモンド）がある
はずです。痛みの中にいるその人を、神様は私達を通して
磨いて輝かそうとされています。自分には出来ないと思う
弱い心ごと神様は支えて下さいます。信じて自分が支える
べきものの為に祈りましょう。

ダイヤモンドのように大切な存在ダイヤモンドのように大切な存在

【私達と共にいて生きておられる神様【私達と共にいて生きておられる神様

佐々木亜弥

舛田幸恵


