
　

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

秋山恭子

来週の奉仕者
（６月５日）

行司 伝道師
日名 洋
池田 優香
藤原 有規子
李 雋英
山本 麻美
富岡 牧
神達 良子
澤口 建樹
牧 尉太
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今週は… Ⅰコリント12章 21節～Ⅰコリント15章 11節

　～リビングライフより～

「悔い改めること」「悔い改めること」
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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

（ ２０２２年 ５月２２日 ）

（要約者：岡本 享子）

スペシャルサタデー

福澤先生
特別セミナー

今週は、週の中頃に『多様な賜物の根源は 一つの御霊』とメッセージが
語られました。１節でパウロは「御霊の賜物について、ぜひ知っていただ
きたい」と言っています。この訳は新改訳です。口語訳・2017 年度版で
は「霊の賜物については、次のことを知らずにいてもらいたくない」と訳
されていて、御霊の賜物について、霊的な事柄について多くの無知がある・
知られていないことがあるとパウロは思い何としても知っていてほしかっ
た思いを受け取ることが出来ます。コリントの教会は「聖霊の賜物」が豊
かでした。しかし、信徒たちは一つになれていませんでした。８～１０節
で９つの賜物があげられています。ローマ書１２章にも、いくつか紹介さ
れていました。賜物にはいろいろな種類があり、どれか一つだけで教会を
成り立たせることはできません。だから、教会では一人一人にそれぞれに
最もふさわしい賜物、奉仕、働きが与えられています。パウロは、これら
すべてが同じ「御霊」、同じ「主」、同じ「神」から来るものだと教えています。
三位一体の神が与えられる賜物には優劣はなく、すべて何の代価もなく与
えられる贈り物です。だから他の人と比較して優劣など無いし、そもそも
比較のしようがないのです。「同じ一つの御霊がこれらすべてのことをな
さるのであり、御霊は、みこころのままに、一人ひとりそれぞれに賜物を
分け与えてくださるのです (11 節 )」教会は御霊が豊かに働かれるところ
です。御霊がイエスさまを主として信じると私たちに告白させました。ま
だ神さまを知らない人にも必ず聖霊さまは働きかけて告白をさせてくださ
います。そのために私たち…神に遣える者それぞれに賜物が分け与えられ
ています。その賜物を用いてみなが一致して主に奉仕を捧げる時、教会の
徳は高められ、ますますキリストをもっとよく知りたいと願うようになり
ます。みなさん！聖霊の賜物を熱心に求めていきましょう！！

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄伝道師  
全本 みどり
李　雋英
真砂 香和

　

5 月の誕生者
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ツーリング企画

週刊誌のお悩み相談コーナーに一人の女性が人生について相談していまし
た。小学生のころから自傷行為を繰り返していた彼女は、「死んでも死ね
ない自分はどうやって生きていく意味を見出せばよいのでしょうか」と悩
みを打ち明けていました。私たちは、自分に与えられている人生の意味が
わかっているでしょうか。「どうしてこんなことが？」と思うことがあり
ますが、私たちが不要だと思っていることに大きな価値があり、価値があ
ると信じていたことに価値がないことがあります。私たちは今しかわかり
ません。しかし、わからないからこそ、何が正しいことかを探します。私
たちの生きる意味、価値はイエス・キリストです。私たちが目の前で起こっ
ていることを、このアイデンティティに立って解決していくときに、その
ときには意味のないと思うことでも、後に意味を見出すことができます。

日航機墜落事故（1985年）で犠牲となった歌手の坂本九さんの代表曲に『上
を向いて歩こう』という曲があります。神様のことを信じていた彼はこの
曲のなかで「上を向く」＝「神様を見る」と歌いました。世の中の人は彼の
人生を不運と言うかもしれません。彼が事故にあったことに意味を見いだ
せないかもしれません。しかし、坂本九さんが歌った歌は、後の時代でも
愛され、私たちに「上を向く」ことを伝えています。
聖書の中にマルタとマリヤという姉妹の話があります。イエス様はこの姉
妹とその兄弟ラザロを特別に愛していました。イエス様と弟子たちが彼ら
の住むところを訪れたとき、姉のマルタはイエス様を精一杯おもてなしし
ようと忙しく立ち振る舞っていました。一方、妹のマリヤはイエス様の足
元に座り、その言葉に聞き入っていました。それを見たマルタは「マリヤ
に私の手伝いをするようにおっしゃってください」とイエス様に訴えます。
すると、イエス様はこのように答えられました。
『マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って、心を乱してい
ます。しかし、必要なことは一つだけです。マリヤはその良い方を選びま
した。それが、彼女から取り上げられることはありません。』（ルカの福音
書10:41）
「マリヤはその良い方をえらんだ」と言うのは、姉のマルタがしているこ
とが悪いという意味ではありません。2人ともイエス様がくることを喜び、
それぞれに与えられた大事な役割、意味を見出そうとしていました。マル
タには大好きなイエス様をもてなしたいという正義が、マリヤには大好き
なイエス様の側にいたいという正義がそれぞれにありました。しかし、自
分の主権や自分の正義で相手を見ると、その人がしていることに腹が立ち、
相手がしていることは間違っていると裁いてしまいます。何度もメッセー
ジで語られていますが、正義は相手に向けるものではなく、自分に向ける
ものです。私たちが自分の正義を相手に振りかざした時点でそれは偽善と
なり、自分を神にしてしまう行為です。ですから、私たちは「上を向く」＝「神
様を見る」ことが大切です。私たちは下を向いているときには元気がでず、
意味を見いだすことができません。しかし、自分の経験や考え方を置き、
目線を変えて上を向くならば、自分が正しくないことがわかり、そこに一
筋の光を見出すことができます。

『しかし、神の人よ。あなたは、これらのことを避け、正しさ、敬虔、信仰、愛、
忍耐、柔和を熱心に求めなさい。』（Ⅰテモテ6:11）
パウロはテモテに向かって「神の人よ」とモーセに語られた言葉を使って
呼びかけました。それはテモテが自信を失っていたからです。モーセも同
じでした。モーセは自分はダメなやつだと荒野に逃げ、自信をなくしてい
ました。しかし主は彼に杖を与え、神の人としました。モーセのように、
私たちの内側からお金や名誉、自分を知者だと思って相手と論じ合うよう
な高ぶりがとられるなら、神様は私たちを「神の人」として用いることが
できます。だから「正しさを熱心に求めなさい」と言われています。それは、
私たちが正しさを知ったとき、それを追い求めようとする敬虔がスタート
するからです。敬虔とは真剣に学ぶことです。そして、正しさを学んだ人
が敬虔を見出したとき、聖書を土台とした正しい判断（バイブルリテラ
シー）をすることができます。そして、正しくない者が正しくなれると信
じられること、それが信仰です。正しい判断ができず、ろくでもない者で

あった私たちを信じ、身代りとなって十字架に向かわれたのがイエス・
キリストです。十字架刑にかかる前、ローマの総督であったピラトは「あ
なたは王ですか？」とイエス様にたずねましたが、イエス様は「自分は
ユダヤ人の王です」とは言わず、「それは、あなたが言っていることです」
と答えられました。
『私は、すべてのものにいのちを与える神と、ポンテオ・ピラトに対して
すばらしい告白をもってあかしされたキリスト・イエスとの御前で、あ
なたに命じます。』（Ⅰテモテ6:13）
正しい証言は、自分の意味を見出した人ができることです。ですから、
私たちは相手を信じて愛そうとします。その愛があるから忍耐ができま
す。柔和とは、何度でもその相手と向き合い、愛し信じ続ける行為です。
これらを熱心に求め、愛し信じ抜くときに私たちは信仰の戦いを勇敢に
戦い、永遠のいのちを獲得することができるのです。
『私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷
のない、非難されるところのない者でありなさい。』（Ⅰテモテ6:14）
どれだけ誹謗中傷されたとしても、私たちが間違った証言をせず「はい」
は「はい」、「いいえ」は「いいえ」と答え、正しく神様を見るなら、悪
い行いが必ず明るみに出されるように、善い行いも神様が必ずあとになっ
て示されます。
『その現れを、神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝
福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主』（Ⅰテモテ6:15）
だから、私たちが王の王、主の主になってはいけないとパウロは綴って
います。『誉れと、とこしえの主権は神のもの』（Ⅰテモテ6:16）であるのに、
私たちは自分が王になり、神になり、意味を見出そうとしていないでしょ
うか。意味はあとになって“そういうことだったんだな！”とわかります。
私たちがすることは、自分で意味を見出すのではなく、意味がないと思
えるようなことに神様の深い意味があることを信じて、待つことです。

パリオリンピックで金メダルを獲得したエリック・リデルは、1925 年、
宣教師として中国・天津にわたります。戦争が激化するなか、当時の天
津を統治していた日本軍によって抑留されます。そして収容所に送られ
た彼は、そこで一人の青年スティーブン・メティカフと出会います。青
年スティーブンは、自分たちを過酷な環境下に置き、親を殺した日本軍
を絶対に許せない、いつか仕返しをしてやると思っていました。あるとき、
スティーブンはエリックが宣教師になった理由を問います。するとエリッ
クは「多くの人は銃を持って日本に行く。しかし私は愛を持って日本に
行こうと思う。それを先にやった人がいるから、私は走り続けるんだ」
と答えました。最初は日本に対して憎悪しかなかったスティーブンでし
たが、後に日本に対する祈りが変えられていきます。そして、エリック
の意志を継ぐ形でスティーブンは日本で宣教師となり、40 年間にわたり
生涯を捧げました。彼は生き方を変えることができたのです。
私たちの正義は人を変えることができません。そして、その正義は自ら
をも滅ぼしてしまいます。収容所のなかでも走り続けるエリックの姿を
見た多くの人が憎しみから解放されました。そして、目線を変えること
ができたその人たちは、のちに多くの人を生かす人になりました。その
ときには意味がわからなくても、それが届いたときに奇跡を起こします。
種を植えて芽が出て実がなるまでには多くの戦いがあります。しかし信
じて水をやり続けた人は神の栄光を見ることができます。

 Ⅰテモテ6： 11～16

「頭で自分の罪がわかっているのと心でわかっているのとでは大きくちがうんや、榎本
君。君はまだ罪の悔い改めをしてないやろ。」これは、同志社大学神学部の学生だった、
ちいろば先生の愛称で知られる榎本保郎牧師に、中山牧師が語ったことばです。こう
言われたちいろば先生は、小さい頃からの思い出せる罪をひとつひとつ書き出しまし
た。私は今まで、人にすごく迷惑をかけるほどの悪いこともせず、何となく良い人と
して生きてきました。だから心の底から自分は罪人の頭であるにもかかわらずイエス・
キリストの十字架によって全て赦されたという恵みを受け取りきれずにいました。だ
から、このちいろば先生の話を読んだとき、私も自分の罪を書き出してみようと思い、
やってみました。その中には、認めたくない罪、恥ずかしくて書くのをためらってし
まうような罪もありました。赦された恵みを受け取りたいから罪を書き出すんだ、と
決心してやり始めたのに、その罪に向き合おうとしないずるい私がまだいることにも
改めて気づかされました。書き出した罪に中に、幼かった長男 耕平の心に傷を与えて
しまったものがありました。まだ小学校に上がる前の耕平が、遠くに私の姿を見つけ
ると泣きながら走ってきたとき、私は耕平を受け止めるどころか叱りつけてしまった
のです。あのときの走り寄ってくる耕平の姿は十数年たってもずっと脳裏に残ってい
ましたが、今回神さまにやっと告白することができました。でも、神さまはそれで終
わりにはされませんでした。先週の礼拝の中で、一人の方の証がありました。彼は証
の前に皆の前で自分の罪を謝罪しました。私は自分の罪を紙に書くだけでも、ためらい、
逃げたくなったのに、多くの教会の家族の前で謝罪したのです。あのとき、どんな気
持ちだったのか、どれほどの勇気が必要だったかと思うと、私の中にあるズルさ、自
分に対する甘さを見て、それらを捨てたいと本気で思いました。そして、「私は神さま
には謝ったけど耕平には謝っていない。今日、耕平に謝ろう。」と決心でき、その夜、
電話で謝ることができました。
　私は幼い耕平を受け止めてあげることができませんでしたが、神さまはそんな私の
ことをいつも両手を広げて待っていてくださるのです。これから、本当の愛をひとつ
ひとつ受け取っていきたいです。

『天より高く変らぬ愛で こんなに汚れた私のすべてを あなたは抱きしめ愛してくれる
あなたの恵みはとこしえに　変ることなく私を追う
今あなたの愛に帰りたい　両手を広げ待つ　あなたのもとに』
(賛美『あなたのもとに』)
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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~

　

　　　

　　　 

　

早天祈祷会6：00~

　各　自
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教会チーム

　　

16:30~ASE

てもて塾

　

誕生者のお祝い
サントピア

　    

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~

 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~

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~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

上を向いて歩こう上を向いて歩こう

信仰とは深い尊敬と愛信仰とは深い尊敬と愛

最後のランナーの生きた証し最後のランナーの生きた証し

意味のないと思うことに意味がある意味のないと思うことに意味がある

16:30~ASE

16:30~ASE

神に賞賛される生き方　～信仰の戦いを戦い抜くために～　　
「深い尊敬と神への愛」

『上を向いて歩こう　涙がこぼれないように　
泣きながら歩く　一人ぼっちの夜』
一人ぼっちに感じる夜であっても、私たちは一人ではありません。な
ぜなら、私たちのすべてを負い、ともに歩んでくださっている方がい
るからです。ですから、逃げずに、信仰の戦いを戦い抜くために、神
の正しさを求めましょう。正しさを神に見出し、相手を信じて愛そう
とするとき、私たちは自分を愛してくれた人を知ることができます。
私たちが自らの目線を変え、生き方を変え、『正しさ、敬虔、信仰、愛、
忍耐、柔和』を選ぶとき、永遠のいのちを獲得することができます。

さいごに…

11 日   佐藤怜香
13 日   鈴木誠一
　         鈴木大智
             佐藤裕 
             佐藤彰 　　　　
              
 
　  

20 日    堀川あや
22 日    野上怜律
              新開佑香
23 日    矢崎晴大
24 日    牧兪似子
　　　 

27 日    澤口建樹
28 日    岡本早苗

   　　  

1 日   山本心春
2日   福山友梨
6日   寛金克治
          
 

　

    7 日   森田莉功    
    9 日   高杉美代
               西嵜優
               曽我菜々子
  10 日   辻総一郎　

14日   藤原すず花
15 日  泉水幸誠 
16 日  佐藤文音

          　

　   

食と農 ( 田植え )

早天祈祷会6：00~16:30~ASE

ユースドリーム礼拝

セル祈祷会

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　　20：00~県北祈祷会

 

中川英紀

岩﨑祥誉 日名創真

 

牧唯恵 谷口則子

日名聖也 田中律子

矢崎加依

牧佑

秋山耕平

泉水誠

牧三貴子

金光包子

藤本ちひろ 酒井弘志

河島晃太

岡本早苗


