
　

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 凌

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（4月3日）

岩崎 祥誉
唯恵 伝道師
神達 良子
池田 優香
富岡 牧
山本 麻美
唯恵伝道師
真砂 香和
神達 良子
加藤 優子
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今週は… ルカ 23章 56節～エズラ2章 70節

　～リビングライフより～

「Amazing Grace』」「Amazing Grace』」
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

チャーチミーティング

牧友美 赤岩郁美

名越信三 佐藤小春

（ ２０２２年 ３月２０日 ）

（要約者：西嵜 孝之 ）

ユース サンデーナイト

福澤先生
特別セミナー

今週の箇所でイエスさまは十字架にかかられました。何の罪もないイエ
スさまが十字架につけられます。イエスさまは「どくろ」（アラム語「ゴ
ルゴタ」、ラテン語「カルバリア」）という場所で、二人の犯罪人と一緒
に十字架につけられます。イエスは激しい苦痛の中にあっても、恨み言
を一切言うことなく、逆に、ご自分を十字架につけた人々のために祈ら
れます。そして、私たちの教会のテーマでもある「３本の十字架」のシー
ンです。イエスさまの左右の十字架には、それぞれ犯罪人がかけられて
いました。一人はイエスを非難しますが、もう一人は彼をたしなめ、イ
エスに罪がないことを認めます。おそらく彼は、十字架にかかっておら
れるイエスさまのことばと態度を見て、信じたのでしょう。彼は「御国
に入るとき、自分を思い出してください」と願い求めます。するとイエ
スさまは「あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます（43節）」
と言われます。彼は、人生の最後の瞬間に救われたのです。生きている
中で、いろいろな経験をするでしょう。時には「なんで？」と思うこと
も…。そんな時、もう一人の罪人のように他人を罵ることも出来ますが、
まずは、自分を見つめることです。悔い改めて主を求める瞬間が救いの
時です。礼拝でも「相手に変わってほしいと願うなら、自分が変わること」
と語られています。イエスさまは、何の罪もないのに、私たちの身代わ
りになって十字架で死なれ、３日目に蘇られました。
神さまは、私たちのことを決して見捨てません！諦めません！だから私
たちも、自分を諦めてはいけません。神さまと共に自分の役割を果たし、
イエスさまが私たちに伝えてくれたように、多くの人々に福音を宣べ伝
えることを諦めないでいきましょう。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵伝道師  
日名 洋
泉水 浩

3 月の誕生者
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受難週

　　サンデー 1dsy 企画

　逃走中

津賀学童とお出かけ

　コミュニティの回復にずっと関わってこられている東京大学の先生
の話で、色々なところで失敗事例は何ですか？とよく聞かれるのです
が、先生は実は失敗事例はあまりありませんと答えるそうです。先生
は「一度行動を起こすとやり遂げる。諦めないからだ。」と話されてい
ました。私達はどうでしょうか？自ら心に「こうする！」と決めた事
を貫いて諦めずに行っているでしょうか？色々な問題が起きた時、ま
た目の前が真っ黒になるような出来事が起きた時、うまく行かない時、
敵対が起きた時、否定された時どうするかをずっと学んできました。
如何なる問題が人生に起きても大丈夫だと。でも毎週神様から学んで
もいざ問題が起こると違う決断をして諦めようとしてしまいます。今
ある社会問題の多くは人の心の中に「諦める」という心が訪れる事で
引き起こされる場合が多いことが分かっています。聖書の中では諦め
る心に対して、「諦めるな！必ず夕があり朝がある！」という事を教え
ています。諦めずに貫いた人の人生と諦めてしまった人がどうなった
かという事を書き続けています。聖書というのは神の言葉です。しか
しその神の言葉をどのように私たちに残したかというと神の言葉が人
に与えられてその人がその言葉をどう用いたかということが書かれて
います。ですから、一人一人の生き様が出てきます。私たちが神様の
御心を願う時、どのように判断するかと言えば神様から与えられた志
をどんな人がどうやって解決したかを見れば神の御心がどうであるか
が分かるようになっています。今日は私たちが神様の御心を見極める
ためにはどうしたら良いのかを考えていきましょう。

　
　男女の役割の中でとても大事な事は、私たちはいつも補いあうとい
う事です。なぜなら、神様は最初に男をつくられたが神様の計画で一
人は良くない。人間の弱さというのは補う、支えが必要であるという
大前提がりました。この世の社会ではリーダーが上でそれを支えるフォ
ロワーが下である価値観があります。ですが聖書の中では役割なので
そういうことはありません。それぞれの役割は、神様がその人その人
が地を治めさせるために与えられた賜物であります。ですからどんな
役割であってもそれは素晴らしいのです。聖書では体の中でことさら
必要でないと思われる部位が大事であると表現されています。神様の
目線とは私達の目線と全然違うという事であります。今日の聖書箇所
は、男女を指摘しているものではなく、お互いが補いあう時に、問題
となる男女の弱さを伝えています。

　Ⅰテモテ『2:8 ですから、私は願うのです。男は、怒ったり言い争っ
たりすることなく、どこででもきよい手を上げて祈るようにしなさい。』
「きよい手を上げて祈る」の意味は、自分より上の存在があることを認
識することが大切である為です。メンツ・虚栄心・優越感・劣等感･･･、
正しい判断や行動の的を外してしまう持論に対して手を挙げ「Hold 
up」するのです。そうすることで降参し全てを神様に委ねるのです。
持論で行い続ける人は世の中でも上手く行きません、持論があると人
からの助言を聞けません。聞く耳を持ちましょう。して、多くの情報
を聞いた上で、神様に祈り、聴いたことを実行しましょう。

　ルターはローマ皇帝から追放され、何もかも失いました。しかし、
彼はどんな状態になっても祈り続けました。
（ルターの祈り）「服を作るのが仕立て屋の仕事あり、靴を直すのが靴
屋の仕事であるように、祈ることはクリスチャンの仕事である。」「祈
りはとりなしによって活発され、懇願によって差し迫ったものとなり、
感謝によって喜ばしい神に受け入れられる祈りとなる。力強くかつ受
容的な態度で祈ることによって私たちは願うものを確かに受けるので
ある。」

だから特に男性は祈らないといけません。クリスチャンの男性は、問
題が起こったときに手を上げて祈りましょう。祈らない男は死んでい
ます。男は、プライドは高いが自信がありません。祈りは、クリスチャ
ンの男性にとって生死にかかわるものです。

　Ⅰテモテ『2:9 同じように女も、つつましい身なりで、控えめに慎
み深く身を飾り、はでな髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によって
ではなく、2:10 むしろ、神を敬うと言っている女にふさわしく、良
い行いを自分の飾りとしなさい。2:11 女は、静かにして、よく従う
心をもって教えを受けなさい。』
「良い行いを自分の飾り」とは「飾り」＝「コスメティコス」：回復させ
ようとすることです。そして「教える」ではなく、「支える」（その人
が良い決断を選べるように）ことです。
『2:15 しかし、女が慎みをもって、信仰と愛と聖さとを保つなら、子
を産むことによって救われます。』
　男性が手を挙げて祈るから、女性は男性がそうできるように信仰と
聖さを保つことが大切になります。それは救いと命をもたらす力とな
ります。
そして、箴言 11:22『美しいが、たしなみのない女は、金の輪が豚の
鼻にあるようだ。』
外側をいくら着飾っても、内側が整えられてないのでは意味がありま
せん。外側ではなくまず内側を整えましょう。特に女性の問題の多く
は会話にあります。記憶と悪い会話をしてはいないでしょうか。女性
は既に祈っていますが、祈りを変えなければなりません。

　誰でも立派な仕事が出来るひとはいません。「失敗は諦めた途端に
起こるのです。私たちが気を付けなければいけない事は、諦めを正当
化するものです。それは怒りです。諦めを正当化するもの＝怒り（メ
ンツ・虚栄心・優越感・劣等感）を内に秘めていないか自分の心を確
認しましょう。
　『人の怒りは、神の義を実現するものではありません。ですから、
すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられたみことば
を、すなおに受け入れなさい。みことばは、あなたがたのたましいを
救うことができます。』　ヤコブ１:20-21

 Ⅰテモテ2： 8～15

私は今、アメリカの神学校で学びをしています。今年の初めに日本を
飛び立ち、アメリカに来て早くも2ヶ月が経ちました。
丁度 2 年前のこの時期、世界的に新型コロナウイルスが猛威を振る
い始め、当時アメリカに来て間も無かった私は、ロックダウンを経験
し、日本への帰国を渋々と決断しました。その時の私の心の中では｢
神様どうして？｣という感情が勝り、周りの人達と比べて焦りを感じ、
自分の時間だけが止まっている様に感じました。人間的な目線でこの
帰国した 2 年間を見ると、無価値なものに見えました。しかし、主
の良くして下さったことを思い返して神様に祈る時、無意味な事はひ
とつもありませんでした。そこには神様の美しい時がありました。沢
山の出会い、素晴らしい働き、神様への証が溢れ、何よりもその驚く
ばかりの主の恵みによって生かされていた事が分かりました。

『わがたましいよ、主をほめたたえよ。主が良くしてくださったこと
を何一つ忘れるな。主は、あなたに恵みとあわれみの冠をかぶらせあ
なたの一生を、良いもので満ち足らせる。あなたの若さは、鷲のよう
に新しくなる。』詩篇103篇

私の人生は、止まっているのではなく、日々新しくされています！ア
メリカでの学びも、2 年ぶりにただ再開したのではなく、新しく神様
が私に与えて下さっている、素晴らしい恵みの中に、今あります。
これからも、その素晴らしい神様の恵みが私を追ってくることを信じ、
心に留めつつ、歩む者となっていきたいです！

13 日   泉水泰行
14 日   亀澤温翔
15 日   横山由芽
              矢崎心結
 
　  

25 日    小川節子
26 日　岩崎櫻
27 日     高橋奈津江
　　　 中島栄子

30 日   永井証
   　　  岩崎まり子
31 日   坂本恭子

セル活動

2 日   泉水敬子
3日   浅野恵子
4日   横山菜月
5日   中島歩美
 

　

    7 日   浅野祐稀
    8 日   河島凌
  10 日   日名洋
  11 日   佐藤沙紀　　

早天祈祷会6：00~
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~

永井証 岩崎まり子

藤村菜弥

　

　　　

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

マルティン・ルターマルティン・ルター
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

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

20 日   妹尾由紀子
21 日   浅本小百合
23 日   藤原靖子
24 日   泉水浩
          　

　

ジュニアキャンプ
誕生者のお祝い

高橋奈津江 中島栄子

永井匡史

坂本恭子

全本達正 和田絵理沙

　   

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

大串順子

森下敦子

大島正樹

行司佳代 澤口千春

藪中真琴

日名佐和

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

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~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

セル祈祷会

女性の役割女性の役割

諦めない心諦めない心

男性の役割男性の役割

男性と女性の役割（補い合う）男性と女性の役割（補い合う）

はじめに　～神様の御心を見極めるためには～はじめに　～神様の御心を見極めるためには～

福田そら

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

神に賞賛される生き方　健全な良心
「物の見方」～男と女の役割 補う～

与えられた最初の志に対して、聖書の観点から正しい目線を見続
けることができているでしょうか？役割を持っている人がお互い
に必要だと思わないといけません。聖書ではもともと支配者は神
様です。神様が支配する中で、隣の人々が手を取って助け合って
いるわけなのでお互いの必要、隣の人を自らより優れたものとし
て思うことは良いことです感情的になって怒る行動も逃げです。
言葉で会話していても成り立たないから武力でやってしまうとい
うことも逃げです自分で飾るのではなく、自分の生き方をみて、
人から飾られるような生き方に変えられるように祈りましょう。
そして男性が持論を捨て神様にきよい手を挙げて祈りを捧げるこ
とができるように、また女性が不要な言葉を制し、励ましと良い
選択を選べるように祈り決断し新たな一歩を踏み出しましょう。

さいごに…

早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ


