
　

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

全本みどり

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（３月６日）

日名 洋
全本 みどり
山本 洋子
日名 陽子
牧 希穂乃
山本 麻美
行司 伝道師
秋山 恭子
富岡 牧
西嵜 孝之
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今週は… ルカ 1７章 1節～ルカ1９章 31節

　～リビングライフより～

「丸裸で神様の前に出て行きたいです」「丸裸で神様の前に出て行きたいです」
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

淺野祐稀

亀澤温翔

浅本小百合

（ ２０２２年 ２月２０日 ）

（要約者：澤口 明子 ）

　サミル合同礼拝
（ユース・サンデー）

チャーチミーティング 北野先生
特別セミナー

福澤先生
特別セミナー

福澤先生
特別セミナー

今回の聖書箇所には金持ちとラザロの話が書かれていました。
この世での生活は正反対の二人でした。金持ちは、高価な服を着て毎
日ぜいたくに遊び暮らしていました。一方ラザロは、貧しくて体にで
きものがたくさんあって、金持ちの家の門前で暮らし、金持ちの食卓
から落ちる食べ物で飢えをしのぎたいと思うほどでした。　
しかし、どちらも同様に「死」を迎えました。死後の世界では、二人
の立場は逆転していました。金持ちが苦しみの中目を上げると、なん
と！ラザロはアブラハムの懐にいたのです。金持ちはアブラハムにラ
ザロを送り、痛みを和らげるように願いますが、アブラハムは金持ち
の願いを断り、たとえそうしてやろうと思ったとしても、私たちとお
前たちの間には大きな淵があって行き来することはできないのだ、と
言います。すると金持ちは、家族や兄弟の話を持ち出し、自分の主張
を止めることがありません。ここに大事なポイントがあります。この
金持ちが今苦しんでいるのは、悔い改めが無かったからです。「モー
セと預言者」は律法と預言者を指しており、神さまがご自分の民にお
語りになった御言葉を書き記した聖書を指しているのです。「彼らに
耳を傾けるがよい」ということは、聖書をちゃんと読み、神の御言葉
にしっかり耳を傾けよ、ということです。
これは私たちに対して語られている言葉でもあります。聖書を通して
神さまが私たちに語りかけておられる御言葉を本当に聞こうとしてい
るでしょうか？今日も新しい御言葉が語られます。御言葉を聞いて悔
い改めるべきことを悔い改めるなら、メタノイア＝方向転換し、自己
中心的な自分から神の似姿に近づくことが出来るのです。

牧 一穂 牧師
岩﨑 祥誉  
行司 伝道師
富岡 美千男

　

2 月の誕生者
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　逃走中

　皆さんは神様に「捧げる」「従う」「献身」というと、どんなイメー
ジがあるでしょうか?犠牲，清貧、艱難、難行苦行という言葉をイメー
ジする方もおられるのではないでしょうか。神様に従うと大変なので
はないかと思うかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか。
本日は神様に捧げることはとはどういうことなのか、聖書から探って
いきたいと思います。
　

≪１．イエス様の弟子たちはどのように従っていたのか ≫
　この箇所はイエス様が十字架に架かる前に、弟子たちと食事をとも
にされた場面です。この時、イエス様は弟子たちに愛の限りを尽くさ
れました。イエス様がほんとうに大切に思われていた最後の晩餐の時
です。イエス様は弟子たちへ、パンを裂いてわたし、葡萄酒をいれた
杯もわたしてあげました。「これは私があなたがたのために裂く体であ
る。また、これはあなたがたの罪のために流す私の血である。」イエス
様は自分が十字架に架かって本当にからだを裂き、血を流す。この後
のことを思いながらそうされたのです。しかし、弟子たちはイエス様
が語られた意味が分かっていませんでした。弟子たちは『自分たちの
うちでだれが一番偉いのだろうか、という議論をしていたのです。そ
んな弟子たちにイエス様は、この後、ペテロが試練にあうことを預言
されました。ルカによる福音書22：31にはこうあります。
「シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたがたを麦のようにふるい
にかけることを願って聴き届られました。しかし、わたしはあなたの
ために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、
あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」
ペテロにあなたはふるいにかけられる（＝試練にあう）と言われました。
それを聴いたペテロは答えます。「主よ。あなたとご一緒なら、牢であ
ろうと、死であろうと、覚悟はできております。」と勇ましく答えます。
ペテロは自分こそは一番弟子だと自負していたので、死ぬ覚悟ができ
ていますとまで言ったのです。ペテロは熱い思いでイエス様に絶対従
います。自分こそがイエス様の弟子なんだ。絶対裏切ることなどない
という。ペテロの気負いを感じられます。私たちもそういうところが
ないでしょうか。今年こそこの目標を達成させる。今度は絶対失敗し
ない。任されたのだからしっかりやり遂げないといけない。というよ
うに、どこか気負って頑張っていないでしょうか。そして、思うよう
にできなかったり、失敗して落ち込むことはないでしょうか。イエス
様に従っていこうと決心しても、試練にあい、自分の弱さに向き合う
とき信仰が揺らぐ私たちです。ペテロや弟子たちと同じようにイエス
様に従いたい。イエス様について行こうと決心しても揺らいでしまう
弱い者なのです。

≪２．私たちの弱さを知っておられるイエス様 ≫
　イエス様について行きますと豪語したペテロに対してイエス様は「ペ
テロ。あなたは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言い
ます。」といわれます。ペテロがこの後、どうなるかを知っていたのです。
「しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないよう
に祈りました。ですから、あなたがたは立ち直ったら、兄弟たちを力
づけてやりなさい。」イエス様はこのペテロが失敗したときにどんなに
おちこむだろう、と心配してくださっていたのです。イエス様は私た
ちの弱さを知っていてその弱さのゆえに私たちが再び神から離れて
散ってしまってはいけなと信仰がなくならないように祈ってください
ました。イエス様は自分の事よりも、周りの人たちのことを愛して心
を配っておられる方です。十字架に架かってその痛みの極みに達しな
がらも、それでも父よ彼らをお赦しください。と彼らのために祈る方
です。イエス様の愛の大きさはどれくらいのものなのかと思います。

≪３．イエス様によって目的が与えられる　ヨハネ21章 ≫
　そのあとペテロはイエス様を裏切りイエス様を三度知らないといい
ます。イエス様は十字架に架かって死んで三日目に復活の御業を成し
遂げられたあと、弟子たちのところに現れてくださいました。一晩中

漁をしても魚が獲れなかった弟子たちに引き上げられないくらいの大
量の魚をみせて奇跡を現わされました。それを見てペテロはイエス様
だとわかりました。裸だったので上着を着て湖に飛び込みイエス様の
所へ行きます。その時ペテロはイエス様から「私の子羊を飼いなさい。」
と言われたのです。人間を取る漁師というペテロの人生の本当の目的
を与えられたのです。ペテロはイエス様の一番弟子になる。イエス様
が大座に就いた時にはその次の権威をもつものになりたい。という人
間的な欲がありました。しかし、人間的な欲が打ち砕かれた時、目的
を見失うことをイエス様はご存知で、それでも声をかけてくださるの
です。ペテロは失敗したことで、自分はもうイエス様の弟子になる資
格はないと、落ち込みました。そんなペテロだからこそ、傷ついた人達、
弱い人たちを受け入れることができるそんな愛の人になっていきまし
た。皆さんは失敗して落ち込んだ事はないでしょうか。人と比較して
できない自分に落ち込んでしまう事はないでしょうか。イエス様は私
たちの失敗を知っておられて私たちの信仰がなくなってしまわないよ
うに祈ってくださいました。ヨハネの福音書１：１に言葉は神であっ
たと書いてあります。神である方が私たちのために祈られたのですか
ら、その祈りは必ずかなえられます。だから私たちの信仰がなくなる
ことはないのです。ヨハネの福音書の１７章「私は彼らのためにお願
いします。世のためではなく、あなたが私に下さった人たちのために
お願いします。」彼らはあなたのものですから。私がお願いすること
はあなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪い者から守っ
てくださることです。” 私たちが知らない所でイエス様が祈ってくだ
さっていることをおぼえていきたいと思います。
そして、もっとたくさんの傷を負った方はイエス・キリストです。鞭
打たれ、傷つけられ、なじられて、捨てられた。誰よりも多くの苦し
みを受けて。それでも、私たちのためにその道を嫌がることなく、自
ら進んで行かれました。
私たちの心が痛むとき十字架に架かって私たちのために痛みを背負わ
れた方のことを思い出したいのです。イザヤ書に “まことに彼は私た
ちの病を負い私たちの痛みを担った。それなのに、神は彼を罰せられ
鞭打たれ、苦しめられたのだ。しかし、彼は私たちのそむきのために
捧げ、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに
平安をもたらし、彼のうち傷でわたしたちは癒された。イエス様が打
たれたことによって私たちの痛みが癒され、イエス様の苦しみのゆえ
に私たちのどんな痛みも苦しみも癒されたのです。

　十字架はもともとは、ローマ帝国の時代の政治犯を処刑するために
見せしめの意味もある処刑のやり方です。今は、病院、救急車などに
掲げられる平和、救いの象徴となりました。私たちはイエス様に出会
う前は” 死” に向っていました。しかし、イエス様に出会ってからは
永遠のいのちに生きるようになりました。イエス様と出会う前と後で
は全く逆の方向に向かわされています。イエス・キリストの人生を変
えて、向きを変えて下さいました。本来向かうべき命への道へと向か
わせてくださっています。自分で生きているようですが、そうではな
くて、イエス・キリストがそのようにしてくださっているのです。よ
みがえったイエス様が私たちに目的を与えてくださいました。ペテロ
は人との競争で自分の人生の目的をわからなくなっていましたが、イ
エス様は “私の子羊を飼いなさいと人生の目的を与えて下しました。
私たちにはもともと、目的を与えられています。しかし、人との競争
のとか神様からではないものに目を向けてしまいわからなくなってい
るのです。よみがえったイエス様は私たちの目の前で一人一人に本当
の目的を与えてくださいます。イエスキリストの声に耳を傾けて、そ
の豊かな恵みの中にとどまっていきたいと思います。
恵み豊かなイエス様。私たちの友となってくださるイエス様こんな素
晴らしい方だったらついて行きたい一緒にいたいと思うようになりま
す。イエス様に従いたいと思うのはイエス様の恵みがそうさせるので
す。そのように導いてくださった御業を成してくださった主に感謝し
たいと思います。

 ルカ２２： ３２　

昨年末、私は本当に絶望と思えるような苦しい体験をしました。
そんな中で「すべては神様のゆるしの中にあるのだから傷ついていて
はいけない。まして私は献身の道を選んだのだから自分を全部捨てて
十字架の道を選ばなきゃ。」と自分に言い聞かせても心の痛みの方が
勝ってしまい、その道を選べないという自分の弱さを徹底的に突き付
けられました。そして、「わかっているはずなのにできない私は駄目だ。
イエス様が私のために十字架にかかった痛みに比べたら私のこんな痛
みはちっぽけなのに。私は多くの負債を赦して頂きながら、少ない負
債を赦さないという例え話の人そのものだ。
こんな自分がイエス様の何を伝えられるというのか…。」そんな自責
の思いにどんどん沈んでいきました。その中で私は神様の前で本当に
大声で泣いて叫んでドロドロした思いを注ぎ出したことがなかったと
ことに気づきました。わりと幼い頃から「汚い心は神様は嫌い。神様
に話すことはお角違い。」と神様に伝える前にフタをしていました。
また、神様の前で泣き始めた時、教会に行く前日なんかだと「目がは
れていたら周りに心配をかけてしまう。」という思いが湧き、思い切
り泣くことにも歯止めをしてきたことに気づきました。
その時、神様は本当の私と語りたいと切実に願って下さっていて、神
様にしかできない癒しを与えたいと願って下さっていることを感じま
した。神様の前で完全であることは丸裸になることだと聞いたことが
あります。丸裸で神様の前に出て行きたいです。

「私は裸で母の胎から出て来た。また、裸で私はかしこに帰ろう。主
は与え、主は取られる。主の御名はほむべきかな。」ヨブ記 1：21　
　　　　　　

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

29 日　山本信子

　　20：00~県北祈祷会

セル活動

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~

泉水敬子

藤原靖子

　

　　　

　　　 

　

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

ルカの福音書22章 31～ 34節ルカの福音書22章 31～ 34節

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    

　　

17:30~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
          　

　

誕生者のお祝い

泉水泰行

妹尾由紀子

淺野恵子

日名洋

泉水浩

　        

ﾞ
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~

横山菜月

佐藤沙紀

小川節子 岩﨑櫻

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝 「だからイエス様について行こう！」

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~

セル祈祷会

よみがえったイエス様が新しい目的を与えてくださるよみがえったイエス様が新しい目的を与えてくださる

はじめにはじめに

河島稜

横山由芽 矢崎心結

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ


