
　

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

河島晃太

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（２月２７日）

岩﨑 祥誉
行司 伝道師
富岡 美千男
澤口 建樹
澤口 明子
山本 麻美
唯恵 伝道師
神達 良子
行司 伝道師
池田 優香
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今週は… ルカ 14章 1節～ルカ16章 31節

　～リビングライフより～

「赦しと愛の神様」「赦しと愛の神様」
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

永井比和子 太田幸子

淺野祐稀

亀澤温翔

（ ２０２２年 ２月13日 ）

（要約者：西嵜芳栄 ）

チャーチミーティング

今回の聖書箇所で、「主よ、救われる人は少ないのですか」と尋ねた人が
いました。どうして、このような質問をイエスさまにしたのかと言うと、
この人は「ユダヤ人であればみんな救われて当然」と考えていたのです。
しかし、イエスさまは以前に「そんなことはありません。わたしはあなた
がたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びま
す (ﾙｶ13:5)」と言われていました。多くのユダヤ人たちがイエスさまに敵
対し、御言葉に対して否定的な反応をしているのを見て、この質問をした
人は「ユダヤ人でもみなが救われるのではないのだなぁ。自分は救われる
のだろうか」と思ったのかもしれません。
この質問に対してイエスさまは「狭い門から入るように努めなさい。あな
たがたに言いますが、多くの人が、入ろうとしても入れなくなるからです (ﾙ
ｶ13:24)」
と答えました。「多くの人が入ろうとしても入れなくなる」理由は、救い
の門は人の思いや力によって入ることが出来ない門であるからです。神の
御心はもちろんすべての人が救われることにあり、そして救いの門は誰に
でも開かれています。しかし、イエスキリストへの信仰に応答した者が入
れるのです。世の中にはいろいろな宗教が救いを宣べたり、民主主義的に
多数決で決めるならばそれが真理だと言う考えがあります。しかし、イエ
スさまだけが唯一の救いの門です。「この方以外には、だれによっても救
いはありません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき名は
人間に与えられていないからです ( 使 4:12)」どんな苦難があったとして
も信仰の道を歩み、自分の考えを捨てて、イエスキリストを主と信じ、救
いの門に入る者になりましょう。

牧 一穂 牧師
行司 伝道師  
牧 唯恵伝道師
泉水 京子

　

2 月の誕生者
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農と食のWS

全世界で感染している新型コロナウイルスによるパンデミックがこん
なにも続くとは誰も思いませんでした。そのような中で聖書は、回復
の時が主の御前から来ると宣言しています。何という力強い宣言でしょ
う。

回復の第一の意味は、「新創造」です。初めに神は天と地を創り、自然
界を整え、ご自分の形に似るように人間をお造りになりました。そし
て『生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。』（創 1：28）と祝福
されました。しかし、アダムとエバは神の御心に反逆し、悪魔の誘惑
に負けて、食べてはならないという実を取って食べ、悪魔の支配の中
に入ってしまいました。しかし、人間が罪を犯したその日のうちに神
様は、『わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子
孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、
彼のかかとにかみつく。』（創3：15）と女の子孫を送ると言われました。
この女の子孫こそ、イエスキリストです。イエスキリストは罪のない
誕生、罪のない生涯でした。だからこそ罪ある人間の身代わりとして
十字架にいのちを捨ててくださったのです。そして十字架の上で、『す
べてが終わった、完了した（Tete,lestai(）』（ヨハネ 19：30）と言わ
れました。何が完了したのでしょうか。それは、罪を犯した人間の罪
を赦し、永遠に滅んでいかなければならない死の世界から、イエスキ
リストが三日目に甦ったことによって私たちを生まれ変わらせると言
うのです。『だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造ら
れた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。』
（Ⅱコリ 5:17）このようにして、神はキリストによって私たちを回復（新
創造）されるのです。
回復の第二の意味は、イエスキリストの再臨によってすべてのクリス
チャンたちが「栄化」されるということです。救われ聖められるだけ
でなく、私たちがキリストの姿に変えられる、これが栄化です。『主は、
号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身
天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初め
によみがえり、次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょ
に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このように
して、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。こうい
うわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい。』（Ⅰテ
サ 4:16-18）まずは主にあって先に召された方が甦らされ、そして生
き残っていた私たちが加えられて栄化され、いつまでも主と共にいる
のです。なんと素晴らしい約束でしょうか。
回復の第三の意味は、「万物更新」です。『また私は、新しい天と新し
い地とを見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。…』
（黙 21：1-7）新しい天と新しい地が用意され新しい民たちが完全に一
体となり、そこにはもはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもなくなり、
すべてが新しくされるというのです。このような驚くべき神様のご計
画と成就の回復の時が来ると言われているのです。

回復には、条件があります。『それは、主の御前から回復の時が来る』（使 
3:20）ということです。『定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣
わし、この方を、女から生まれた者、また律法の下にある者となさい
ました。』（ガラ 4:4）神様のタイミングは絶妙で完全です。イエスキ
リストは最も良い時においでになりました。キリストがお生まれになっ
たのは、丁度ローマ帝国が世界を治めて平和がやってきた時でした。
ギリシャ語が世界の共通語になり、ローマ帝国としてはその国の文化
を受け入れるという柔軟な時だったのです。そしてキリストは三十年
の自ら隠れた生活をしました。罪を犯すという生活は抜きにして、イ
エスキリストは人間の経験する苦しいこと、辛いこと、嫌なことを全
部経験されたとヘブル人の手紙に書いてあります。このようなお方が
約束されただけでなく、神の行いによって実現されたのです。このお
方の故に、『主の御前から』このような回復の時が来るのです。神様の
前に出るとき、あまりにも罪深い汚れが私たちを包んでいるままでは
行くことができません。しかし、『もし、私たちが自分の罪を言い表す
なら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から

私たちをきよめてくださいます。』（Ⅰヨハ 1:9）とあります。私たち
はキリストの十字架と復活を通して、この回復にあずかることができ
るのです。だからこそ自分がどんなに罪深いと分かっても、イエス様
を見ましょう。そうすればこのお方は限りなく赦すお方、聖めるお方、
強めるお方、慰めるお方、助けるお方なのです。このお方は私たちと
共にいて励まし、救い、力づけてくださいます。このお方さえいれば
私たちは満たされ強くなれるのです。

イエスキリストの輝きはまさに「栄光の輝き」です。『私たちはみな、
顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、
栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これ
はまさに、御霊なる主の働きによるのです。』（Ⅱコリ 3:18）とある
ように、やがて新天新地が実現され、私たちはキリストの形に完全に
変えられます。その完成の時を待つ準備の中でも、御霊の働きによっ
て私たちは回復の輝きを地上で持つことができると言われています。
私たちがどんな時でもこのイエス様に顔を向け続けている時、聖霊様
によって私たちの自己中心、情欲中心、この世に倣っていくところか
ら変えられていきます。
『神は聖徒たちに、この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に
富んだものであるかを、知らせたいと思われたのです。この奥義とは、
あなたがたの中におられるキリスト、栄光の望みのことです。』（コロ 
1:27）ユダヤ人は初めからまことの神様を信じていた民族ですが、異
邦人は今まで神様というお方を知らなかった人々です。ところがイエ
スキリストに出会ってこのような栄光に富んだ変化が与えられたので
す。私たちは自分 100％のところから位置交換をして 100％イエス
様になっただけではなく、どんなことが起ころうとキリストが離れず
私たちのうちに住んでくださるというのです。イエス様と共に生きる
幸い、この回復の輝きは栄光の輝きだけでなく「栄光の望み」です。
私たちは日ごとに朝毎に新しくされ、『まことに、私のいのちの日の
限り、いつくしみと恵みとが、私を追って来る』（詩 23:6）のです。
『もはや、のろわれるものは何もない。神と小羊との御座が都の中に
あって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また、彼
らの額には神の名がついている。』（黙 22:3-4）昔、奴隷は誰のもの
か分かるように主人のイニシャルが焼き印として押されていました。
私たちにも神のものという印が押されています。『もはや夜がない。
神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の
光もいらない。彼らは永遠に王である。』（黙 22:5）私たちは以前は
戦いに敗北している状態でした。しかし、永遠の王であり栄光の勝利
者であるイエス様の輝きに、私たちもあずかっていくことができるの
です。このような回復は世界中どこを見ても、どんな方法でも実現で
きません。聖書だけがハッキリと『主の御前から回復の時がくる』と
言われています。どんなにこの地上において不安があろうと、希望に
あふれる驚くべき神様のご計画の中、『主の御前から回復の時がくる』
のです。主の栄光が表され、主の御心が人生に起こるために必要な回
復がキリストによって私たちの人生になされることを信じましょう。

 使徒 3： 20　

中島歩美

今年ももう2月、気づけばあっという間の1年間でした。
僕にとってこの 1年間は失敗だらけの年でした。たくさんの決断
の時、まず初めに出てしまうのは、“自分” というキャラクターで
あり、自分を優先させ、自分の決断を選んだ結果、得たものより
も失ったものの方が多い、そんな 1年でした。でもその中で唯一
変わらなかったもの、それが神様の赦しと愛でした。
自分がどんなに失敗しても神様はそれを赦してくれる。そんな状
況に甘えてまた自分で全てを決断してしまうそんな自分がいまし
た。でも神様はそれでも赦しを与えてくれて、「一緒に乗り越え
ていこう」といつも励ましと愛を与えてくれました。
だから自分は、どんな困難や試練があってもそれも全て神様が自
分のために備えてくれている計画だということを信じて、諦めず
神様と歩もう！と思うことができました。目の前に与えられてい
る人間関係、物、仕事、他にあげればキリがないですが、それは
全て神様によって与えられている物で、当たり前でもなんでもな
いということ、これも全て恵みなんだーー！と感じることができ
るようになりました。
どんな小さな決断であっても、神様に聞き従い、歩んでいきます！
アーメン！

『あなたがたのすることは、ことばによると行ないによるとを問
わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に
感謝しなさい。』　　　（コロサイ人への手紙3章12-15 節、17節）

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

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~

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~

回復の輝き回復の輝き

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

新開晶子

泉水泰行

藤原大靖

淺野恵子

日名洋

　        

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 「回復の時」

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

回復の条件回復の条件

まとめ…

苦難の中であっても、聖霊によって生まれ変わった私たち
は、後に来られるイエスキリストの救いの日に向かって希
望を持って進むことができます。そしてキリストを王の王、
主の主として迎え、この回復の輝きをもって前進していく
ことができます。そのことを信じましょう。一人でも多く
の方が、少しでも早く、私たちを通して神様の驚くべき救
いの中に入ってくることができるよう、神の御国が実現す
るように前進していきましょう。

回復の意味回復の意味

舛田幸恵

河島稜

横山由芽 矢崎心結

17:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ


