
　

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

牧三貴子

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（２月２０日）

行司 伝道師
唯恵 伝道師
泉水 京子
藤原 友規子
泉水 浩
山本 麻美
李 雋英
眞砂 香和
澤口 明子
全本 みどり
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今週は… ルカ 12章 13節～ルカ13章 35節

　～リビングライフより～

「ありのままの自分」「ありのままの自分」

司 　 　 会
代 表 祈 祷
献 　 　 金

アシスタント
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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：
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

加藤優子

永井比和子 太田幸子

淺野祐稀

（ ２０２２年 ２月６日 ）

（要約者： 髙橋 奈津江 ）

チャーチミーティング

イエスさまは、他人の目線を気にして偽善を行うことに対して、パリ
サイ人には「愚かな者」律法の専門家には「わざわいだ」と言いました。
イエスさまは偽善について教えるために食事の前に手を洗いませんで
した。それを見て驚いているパリサイ人に対して「外側」の清さばか
り求めて「内側」強欲と邪悪で満ちていると言われました。また、律
法の専門家に対してもイエスさまは、彼らが誤ったみことばを教えて
いると指摘されました。みことばを歪めて解釈することと、自ら教え
た通りに生きないことは罪だからです。神さまは、行いだけの偽善で
はなく、その人の心を見られます。偽善は、人によく見られようとす
る心から出るものです。イエスさまは、パリサイ人のパン種、つまり
偽善に気をつけなさいと言われています。偽善は、パン種のように膨
らみ、周りに影響を及ぼすからです。イエスさまは、世の権力者たち
( 人の目線 ) ではなく主を恐れなさいと言われています。その主を知
るためには、霊の目が開かれる必要があります。イエスさまは、明か
りを例に挙げて語られました。私たちのからだの明かりは「目」…こ
こでは「霊的な目」を意味します。「目が健やかなら全身も明るくなる」
とは、霊的な目が健やかなら、イエスがだれであるかが分かり、みこ
とばを悟ることができるということなのです。　
イエスさまが偽善について教えるために食事の前に手を洗なかったの
は、しなくても良かったからです。その様な行いだけの偽善よりも、
父なる神との関係のほうがはるかに重要である事を知っていたからで
す。霊的な目を開いて人ではなくイエスさまを見上げ、どんな時でも
聖霊さまの守り導きに従いましょう。

有賀 喜一 牧師
牧 唯恵 伝道師  
岩﨑 祥誉
眞砂 香和

　

2 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

 

農と食のWS

かつてのパウロはユダヤ教のパリサイ派に属し律法に従いキリ
スト教徒を迫害していました。しかし、イエスキリストの愛に
触れられ、罪を赦された者として自分を「罪人のかしら」と告
白し、イエスキリストからの『きよい心と正しい良心と偽りの
ない信仰とから出て来る愛』に生きるようになりました。そし
て、自分がされたように人々に寄り添い、キリストの福音を伝
え続けました。
パウロは何年にも渡って伝道旅行をし、新しい教会を建てまし
た。この働きのために同労者を集め、その一人がテモテでした。
テモテは、異邦人のギリシャ人の父とユダヤ人の信仰深い母と
の間に生まれた混血の若者でした。純血のユダヤ人であるパウ
ロには受け入れ難く思えるようなテモテでしたが、テモテを選
び、テモテのイエスへの熱い思いと献身にパウロは心打たれ「信
仰による真実のわが子テモテ」と言うほど愛し、後継者として
育てました。パウロは、幽閉投獄されている自分がいずれ殉教
していなくなる前に、イエスから受け継いだ心を後継者に継承
していかなければいけないと思っていました。継承は、親の役
割・リーダーの役割です。親やリーダーも、やり方ではなく「心」
を子たちに教えていきましょう。エペソの教会で、偽教師がイ
エスについて間違った教えを広めていると報告を受けたとき、
パウロはテモテを牧師の役割をする者として派遣しました。そ
して、手紙を送りました。このときの手紙の執筆目的は、①エ
ペソの若い伝道者へのフォローと指示 ( 金持ちや要職者の多い
エペソ教会での若きリーダーがどう牧会するか )、②教会の問
題、偽教師に対する対応、祈りと正しい答え ( 間違った教えを
説いている人たち・果てしのない空想話と系図に心奪われて議
論し争う男たち、着飾ってばかりいる女たちへ、祈りと正しい
答えにどう導くか )、③教会内の条件と種々問題に対する対応、
のためでした。
聖書の「I テモテ・Ⅱテモテ」「テトス」は、牧会書簡＝教会は
どのように牧会するかを教えた書簡と言われています。テモテ
への手紙のテーマは、①リーダーへの助言 ( 継承 )、②偽教師へ
の対応、③教会のリーダーの資格、④自らの心の養い⑤間違った
禁欲的生活⑥教会の牧会、です。ここから学んでいきましょう。

イエスキリストは罪人の中に出向き、その心を受け入れ、その
人の人生を変える働きをされました。私たちの役割も、問題を
批判したり、指摘したり、関わらない様に排除するのではなく、
共に生きて解決者となっていくことです。
愛し合うべき教会内での、大きく批判し合い大きくズレている
ことも、小さい批判で小さくズレていることも、どちらも罪の
大きさに変わりはありません。問題を見つけたとき、批判する
のではなく、愛して解決してください。教会内で問題の解決者
となったあなたは、世の中に出て行っても、神の愛を流し解決
者となってください。
例えば、ばら寿司も良くない祭りごとですが、贅沢が出来ない
昔、祭り時のばら寿司の下に、母が栄養失調の子供に栄養のあ
るものを忍ばせて食べさせていたものでもありました。ばら寿
司を伝えていく本質は、母の愛です。排除するのではなく、し
かし神様と隣人を愛する本質においては妥協せず、その他のこ
とについては受け入れ、世のその間違った中に生きて良いもの
に改善していくのです。
タバコを吸う人は、止めなければいけないと頭では分かってい
るが、ガンになろうともなかなか止められません。「can not
＝できない」のではなく、本当は「will not＝したくない」の

です。変化を起こすことは、過去の自分を否定し罪を認める
ことでありストレスなので、変化を起こせないのです。パリ
サイ人も変化を起こすイエスキリストを嫌い憎みました。
あなたの周りのズレているものを本質に戻す。それが私達が
目標とする愛の姿であることを、パウロは後継者であるテモ
テに伝えています。

私たちは「きよい心、正しい良心、偽りのない信仰」をもっ
ているか考えなければなりません。神様があなたに命令(律法)
を作ったのは、あなたを愛に戻したいからです。律法を通して、
私たちが罪人だと知りなさいと言われています。私たちは全
ての律法が守れていないにもかかわらず、自分は正しく間違っ
ていないと思う汚い心をもち、人を裁く罪があります。姦淫
の罪の女を人々が石打ちの刑にしようとしたとき、イエスキ
リストは「この中で罪のない者だけが、石を投げなさい」と
言われました。罪のない人はおらず、みな石を置いて去りま
した。自分に罪があると分かるから、そこで初めて「きよい心」
を知るのです。「正しい良心」は、心の中で片隅に追いやられ
ているかもしれませんが、自分が間違っていることを知った
とき、正しい良心があったことを知るのです。信じてると言
いながら疑ってるかもしれませんが、「偽りのない信仰」の信
仰とは自分の罪が私の身代わりのイエスキリストの十字架の
贖いで赦されたと信じることです。律法を見て、自分は罪人
だと気づき、神の前に出て悔い改めたとき「きよい心と正し
い良心と偽りのない信仰」が与えられます。それは、愛から
出てきているのです。
イエスキリストは復活後のエマオの途上で、弟子たちに言っ
て気づかせるのではなく、イエスから離れてしまい忘れてた
熱い思いを自分たちで気づき取り戻すまで寄り添われました。
言って気づかせたのでは意味がないからです。
あなたは、イエスキリストに愛された、赦された罪人です。
パウロが、我が子と言えない血統のテモテに「我が子よ」と
言いました。同じように、神様は、罪人である私たちを「我
が子よ」と言い愛しているのです。

 Ⅰテモテ： １～５　

那須澄雄

中島歩美

ドイツ在住のライフアドバイザーのコラムを目にしました。EUのリー
ダーとしてヨーロッパを代表する大国であるドイツ。ドイツ人は質実
剛健で、商品には機能性や心地を重要視することが知られています。
国民は流行を追うことをせず、着心地や自分の気持ちをとても大切に
し、自分自身に満足しているかという自己肯定感の調査では、世界で
常に上位にランキングしているそうです。
世界的にSNSがはやり、流行に敏感な投稿者をインフルエンサー（影
響を及ぼすもの）として職業にもなっています。その中でも、お化粧
動画やすっぴんをアップすることが女性の人気を集めていますが、な
ぜ人はお化粧をするのでしょうか？それは自分のため？他人の目？た
しなみ？ドイツには、そもそも「すっぴん」という言葉自体が存在し
ません。街にも職場にも、化粧をしていない女性が多く、化粧をする
のは自分の気分次第、自分の必要に応じてまとうのです。それは、化
粧をしてもしなくても、「自分の価値は変わらない」と知っているか
らなのです。自己肯定感が高いことはこのことからも知ることが出来
ます。私は、神様が最高傑作として造ってくださったのに、自分自身
がケチをつけていた傲慢という罪に気づかされました。

『わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。
だからわたしは人をあなたの代わりにし、国民をあなたのいのちの代
わりにするのだ。』イザヤ書　43章4節

神様が、私たちの保証人であるならば、ありのままの自分を受け入れ、
自分がどう感じるのかを神様と共に歩む中で、大切にしていきたいと
思います。

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~

本質に戻す本質に戻す

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    

　　

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

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

　特別礼拝
　福澤先生

　

誕生者のお祝い

全本みどり

新開晶子 藤原大靖

淺野恵子

日名洋

　        

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~

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

佐藤沙紀

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝 神に賞賛される生き方　継承

「何を伝承するか」

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~

セル祈祷会

きよい心、正しい良心、偽りのない信仰きよい心、正しい良心、偽りのない信仰

さいごに…

パウロは、テモテに心を伝えました。監督とは、リーダー
とはどうあるべきか、パウロの生き様を通して心を教えま
した。あなたは、この世を組織を関わっている人を愛して
いますか。自分のほうが正しくて世や人が間違っていると
批判して裁き排除していませんか。パウロは、ユダヤ人で
ありながら、できていない人を裁くのではなく、卑しい皮
なめしの仕事をその人々といっしょにし同じ気持ちにな
り、信頼関係を築きイエスキリストの福音を伝えました。
信頼が心を開いていくのです。パウロはその人のコミュニ
ティに入り心の中に入り宣教しました。これが愛なのだと、
テモテに伝えました。イエスキリストも３０年間、社会の
コミュニティに適応されました。的を外しているものを元
に戻す、最善に導くのがあなたの仕事です。まずは、あな
たが神の御前で元に戻りましょう。そして、こちらのコミュ
ニティに引き込むばかりでなく、コミュニティに出て行き、
愛して戻していきましょう。仏式の葬式のような間違って
いると思える場にも、排除して行かないのではなく、愛し
て、故人や遺族のために祈り慰め励まし、偶像礼拝はせず、
最善を行いましょう。イエスキリストから受けた愛で、パ
ウロから学んだものから、あなたの生き様を通して、次の
後継者に伝承していきましょう。

テモテへの手紙テモテへの手紙

佐々木亜弥

舛田幸恵

河島稜

17:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

17:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ


