
　

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 尉太

~風と共に~　

来週の奉仕者
（６月１９日）

日名 洋
西嵜 伝道師
真砂 香和
山本 洋子
牧 希穂乃
山本 麻美
行司 伝道師
岩﨑 雅弘
秋山 恭子
河島 弘子
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今週は… エステル記1章 13節～ 6章 14節

　～リビングライフより～

「アメイジング・ジャーニー、
私も神の小屋に招待して？もぅされてる？」私も神の小屋に招待して？もぅされてる？」

「アメイジング・ジャーニー、
私も神の小屋に招待して？もぅされてる？」

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）

：

：
：

聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

チャーチミーティング

（ ２０２２年 ６月５日 ）

（要約者：澤口 建樹）

中山英子姉を
偲ぶ会

Kikiさんコンサート

スペシャルサタデー

福澤先生
特別セミナー

今週、エステル記に入りました。エステル記の中で起こったこった歴
史的出来事を読む時に神様は直接登場しないし、神様が介入すること
はありません。しかし、人を通して背後で神様が生きて働いているこ
とを受け取ることが出来ます。そのことを、これを知らされる時に神
の素晴らしさを受け取ることが出来ます。ペルシアでは、あたかも自
分が正しいかであるように権力者たちが振る舞い、その取り巻きたち
によって作られている、罪を覆い隠しているひどい世界でした。その
ことが、エステル記では暴露されます。この物語を通して、私たちは
みな、救い主イエスキリストを主としなければならないことがはっき
り分かります。
ペルシア人ではないエステルが王妃に選ばれる前の出来事が語られま
した。法に従って、王の命令を退けた王妃が人間的な浅知恵で廃嫡さ
れます。「知恵のある者たち」とは、本来、国法や王室法を熟知してい
る人々で、王が法に反しない決定を下すように助言する役割でした。
酒宴は男女に分かれて催すことが決められていたのに、その法を破っ
て男性の酒席に王妃を呼んだのは王でした。知恵ある者の一人である
メムカンは、王妃が過ちを犯したと国全体の問題に拡大させます。そ
して、廃位の勅令を出せば、王国のすべての女たちが夫を敬うように
なるだろうと言います。また、王妃の位は「彼女よりももっとすぐれ
た者」に授けるようにと助言します。すなわち、王命に絶対的に服従
する王妃を迎えるようにと言い、王の心にかなう提案をしたのです。
この助言は、王に忖度した間違った助言ですが、すべては主のご計画
のうちにありました。
私たちは、先週、聖霊さまを迎えるためには悔い改めが必要だと語ら
れました。自分の間違いを素直に認め、心の内に住まわれる聖霊さま
に自由に働いていただき、日々新しい自分に成長していきたいですね！

牧 一穂 牧師
柴田 佳苗  
全本 みどり
岡本 享子
秋山 恭子

　

6 月の誕生者
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　人が住んでいるか住んでいないか　部屋の状態は何が違うので
しょうか。その違いは、「風」が流れているか澱んでいるかの違い
です。家は人が住んでいないと「風」が通らず澱んでしまうのと
同じで、私たちの心も「聖霊」がいなければ「風」が通らず澱ん
でしまいます。主人を失って淀んだ家は、どうなるでしょうか。
崩れ落ちてしまうのです。
『しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしに
なる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、また、わたしが
あなたがたに話したすべてのことを思い起こさせてくださいま
す。』（ヨハネ14:26）
この御言葉にあるように、「聖霊」はいつも私たちに進むべき道を
思い起こさせてくださいます。だからこそ心の扉を開き、「聖霊」
に聞く必要があるのです。

　ダビデはバテシェバという夫がいる女性に心を撃たれその女性
を取ってしまいました。そして、その夫のウリヤを激戦区に送り
殺してしまいます。その時に預言者サムエルがダビデのところに
来てこのように言いました。「その人の大事にしている羊を奪って
その羊を買っていたものを殺したものがいます。」それを聞いたダ
ビデは「そのような酷いことをする者は殺してしまえ。」サムエル
は答えます。「それは、あなたです。」このことを聞いたダビデは、
自分の主人だった王サウルが「ひとまず自分の面目を保つために
側にいてくれ。」と頼みましたが、ダビデはこのように祈りました。
『神よ。私にきよい心を造り、ゆるがない霊を私のうちに新しくし
てください。私をあなたの御前から、投げ捨てず、あなたの聖霊を、
私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを、私に返し、
喜んで仕える霊が、私をささえますように。私は、そむく者たちに、
あなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人は、あなたのもと
に帰りましょう。』（詩篇51:10-13）
私たちは道を踏み外してしまいます。しかし、ダビデが大切にし
ていたのは自分の立場ではなく、自分の正しい道を教えてくださ
る聖霊様と一緒にいることでした。
あなたは、聖霊様と一緒にいますか？

　全ての問題の解決は、御霊なる聖霊様に私たちの心を開いて、
御霊なる風である聖霊様の風を入れることなのです。あなたが扉
を開けるならば聖霊様はあなたと交わることができるのです。
そして「赦されない罪」とは何でしょうか？ルカ 12:10 に次のよ
うな御言葉があります。『12:10 たとい、人の子をそしることばを
使う者があっても、赦されます。しかし、聖霊をけがす者 は赦さ
れません。』冒涜する（汚す）ものとは、扉を開けなさいと促され
てもそれでも閉め続ける行為なのです。
失敗は良いのです。しかし、失敗した後が大切なのです。聖霊を
冒涜しない（汚さない）とは、ダビデのように「聖霊を取り去ら
ないでください」という態度です。あなたが聖霊様を傷つけて汚
そうとした時に、もう一度、聖霊様の前に扉を開くことなのです。
悔い改めて神様に立ち返ることなのです。あなたは、自分が間違
えた時、神様のもとに帰る（罪を教えてくれる聖霊様を心にお迎
えすること）が出来ているでしょうか？
「聖霊」はあなたに間違っていることを教える最後の砦なのです。

　2010 年チリの炭鉱で大事故がありました。地下 700 メートル
200 階程の地底に 33 人の人が 69 日閉じ込められましたが、全員
無事に救出される奇跡が起こりました。
その中に、炭坑夫として働いている牧師がいました。絶望の中で、

 ヨハネ14:26～27  詩篇 51:10～13

1か月半ほど前だろうか、牧師先生は、強めに1本の映画の鑑賞を薦められた。
タイトルは The　Shack（邦題『アメイジング・ジャーニー 神の小屋より』）。
2017 年にアメリカで公開された映画で、主人公はマックという 40 代の男性。
彼自身、子どもの頃の罪で深い心の傷を抱えているが、大人になり、よき伴侶
を得て幸せな家庭を築いていた。ところが、ある出来事で、「大いなる悲嘆」に
陥る。今、このあらすじを書いているだけで「この後の展開が気になる！」のに、
同い年の私は、こんな映画でさえも、序盤で寝てしまう不届き者であった。「自
分の都合のいいとき、良いときには信じて、自分を正当化する手段」としてあ
なたを扱う、最低な人物。
翌日、そんな私に、あなたは人を介して語りかけてくれて、泣き崩れ、芯が入っ
た後の私にとっての「The Shack」の鑑賞はあっという間で、マックの行動・言
動は自分の主への対応そのものであった。アメイジングな旅路を通して出会う、
主である 3 人にマックが変えられるときに、神から投げかけられた言葉が、私
の心に今も深く残る。
・「人間は愛されるように造られた、愛されずに生きるのは翼を失うのと一緒」
・「あなたは日々何かを裁いている」
・「善と悪を主観でしか判断できないのに人間は神を演じようとしている」
・「私は悲劇から最良のものを創り出せる、だからって悲劇を創ったりはしない」
・「君が誰かを愛したり赦したりするたびに世界はよい方向に変わる」
絶対的存在でいつもそばにいてくださる存在。どんな時も味方であり、力強い
存在の主よ。時にはパパ、心の友、聖霊、母。先週も、今週も試してますよね。
私がどうしても引き寄せられる Temptation でしょっちゅう試練になるけれど、
胸が痛くなるけれど、最終的に祝福で迎えてくれるあなたは、今日も「迷わず
私の方を向け！」と言てくれています。映画観るときは、自分の状態が重要で
あることも付け加えときます！
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嫌だと思うことを大切に
~神様のなさることには意味がある ~
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「あなたを守り教える方」　

17 日   藤本ちひろ
　         酒井弘志
19 日   岩﨑祥誉
             日名創真

24 日    河島晃太
26 日    楠田富江
27 日    堀川由美
              岡本直子
　　　 

28 日    鈴木結仁
30 日    岡本英樹

   　　  

3 日   牧 三貴子
5日   中川英紀
6日   牧 唯恵　

    7 日   矢崎加依    
    8 日   谷口則子
    9 日   秋山耕平
  10 日   金光包子

22日   牧 佑
            田中絵津子
            日名聖也
23 日  泉水 誠

早天祈祷会6：00~16:30~ASE

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

 

岩﨑祥誉 日名創真

楠田富江

 

堀川由美 岡本直子

日名聖也 田中絵津子

鈴木結仁

泉水一護

牧 佑
泉水 誠

岡本英樹

藤本ちひろ 酒井弘志

河島晃太

寛金由香利

彼は毎日祈り、リーダーと一緒に手をとって毎日説教をして励ま
していたそうです。実は彼は、結婚33年、この炭鉱に勤めて33年、
そしてこの地で教会を始めて 33年の時でした。イエス様の生涯と
同じ 33 年。彼は 20 年前に海の底で仕事をしていて 40 時間、閉
じ込めれられたことがありました。その際、彼は祈り続け奇跡的
に救出されるという経験をしていました。彼はそれまで、何で自
分は、こんな苦しい環境に遣わされて、死ぬ目にもあっても牧師
をしているのかと思っていました。しかし、彼がその場所にいて、
「私は 20 年前に海底の底から助け出された。」という彼の証や言葉
に力がありました。そして、みんなが彼を信じて。リーダーが彼
の言葉を励まして、誰1人命を落とさず生還しました。牧師やリー
ダーは不安ではなかったでしょうか？そんなはずはありません。
『地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。』
（詩篇95:4）
過酷な状況や、こんな酷い目にあっても、クリスチャンがすべき
ことはこれなのです。彼らが助かったのは信じ抜く心なのです。
彼らの心の平安と祈りが地上にいる人たちに届いて、みんなが協
力して一致して科学的に奇跡を起こしたのです。
あなたの心は誰に聞きますか？あなたは誰の言葉を選びますか？
私たちは正しい思いがあってもズレてしまいます。自分の正義で
はなく聖霊様が悲しまれていないか神様の声を聞く必要があるの
です。

　『その教えとは、あなたがたの以前の生活について言うならば、
人を欺く情欲によって滅びて行く古い人を脱ぎ捨てるべきこと、
またあなたがたが心の霊において新しくされ、真理に基づく義と
聖をもって神にかたどり造り出された、新しい人を身に着るべき
ことでした。ですから、あなたがたは偽りを捨て、おのおの隣人
に対して真実を語りなさい。私たちはからだの一部分として互い
にそれぞれのものだからです。怒っても、罪を犯してはなりません。
日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与
えないようにしなさい。盗みをしている者は、もう盗んではいけ
ません。かえって、困っている人に施しをするため、 自分の手をもっ
て正しい仕事をし、ほねおって働きなさい。悪いことばを、いっ
さい口から出してはいけません。ただ、必要なとき、人の徳を養
うのに役 立つことばを話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖
霊を悲しませてはいけません。あなたがたは、贖いの日のために、
聖霊によって証印を 押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、
そしりなどを、いっさいの悪意とともに、みな捨て去りなさい。
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて
あなたがたを赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。』
（エペソ4:22-32）

　聖霊様はあなたにこのこと（エペソ 4:22-32）を思い出させる
ためにおられます。
あなたの心が騒ぐ時、罪をおかしそうになった時、誘惑に負けそ
うになった時、怒りが出てきた時、人に冒涜された時、大きな問
題が起きて不安になった時、是非、「聖霊」を求めて祈りましょう。
そうすれば、どのようにすれば良いかを思い起こさせてください
ます。神様のなされることには必ず意味があるのです。
『わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがた
にわたしの平安を与えま す。わたしがあなたがたに与えるのは、
世が与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしては なりま
せん。恐れてはなりません。 」（ヨハネ14:27)

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝


