
　

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

岡本 享子

Standing in the Gap　

来週の奉仕者
（６月２６日）

河島 稜
岩﨑 祥誉
淺野 恵子
楢村 明子
眞砂 香和
山本 麻美
牧 三貴子
泉水 京子
牧 三貴子
太田 幸子
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今週は… エステル記７章１節～詩22章 21節

　～リビングライフより～

「最も小さい者たちのひとりにしたのは私にしたのです」
間を
す。 「最も小さい者たちのひとりにしたのは私にしたのです」

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）
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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 ６月１２日 ）

（要約者：藤原 友規子）

教会１７周年

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
19:30~ 福澤先生
特別セミナー

エステル記２章に入り、王妃としてユダヤ人のエステルが選ばれます。
また、ユダヤ人として神さまを第一にしながら王に仕えるモルデカイ
についても語られます。モルデカイはユダの王エコンヤと一緒に捕虜
としてバビロンに連れて行かれた捕囚民の子孫であることが記されて
います。エステルは、モルデカイの従妹であり、養女でもありました。
　しかし、王はアガグ人ハマンを昇進させます。王の門のところにい
る家来たちはみな、ハマンにひれ伏しますが、モルデカイだけはひれ
伏しませんでした。ハマンは、自分にひれ伏さないモルデカイがユダ
ヤ人であると知り、ユダヤ人を根絶やしにすることを決意しました。
彼はモルデカイの民族つまりユダヤ人を根絶やしにしようと考え、王
の法令を守っていないと理由をこじつけて彼らを滅ぼす承諾を王から
得ました。
　ハマンの企てを知ったモルデカイは、ハマンに頭を下げに行くので
はなく、一番に神に助けを求めました。粗布をまとって灰をかぶり、
断食して祈ったのです。そして、エステルはモルデカイの言葉を聞き、
神だけに拠り頼んで、民族のためにいのちをかける決心をします。
　モルデカイとエステルの姿を通して、自分の信仰がどのようなもの
なのかを考えさせられます。状況や相手によって妥協してしまってい
ることはないでしょうか？神さまは私たちを贖われる時「まぁこれく
らいで」などと言っていません。全力でいのちを捨てて救ってくださ
いました。
　エステル記を通して、神さまの姿を思い起こし、心からの悔い改め
と祈り、忠実に従う信仰をもって、一見苦難と思える道も主と共に歩
んでいきましょう。

牧 一穂 牧師
日名 洋  
西嵜 芳栄伝道師
眞砂 香和
山本 洋子

　

6 月の誕生者
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父の日礼拝

ビジョントリップ

　砂漠を旅する旅人の動画が紹介されました。
飲み水を失った男性が見つけた井戸。焦ってポンプを漕いでも水は出
ず、蹴っても出ません。しばらくして旅人は、井戸の横にコップ一杯
の水が置いてあるのに気が付きます。一気に飲み干したい衝動を抑え、
ポンプ井戸の呼び水にコップの水を入れました。ところが出てきたの
は泥水。がっかりしましたが、諦めず、泥水を呼び水として漕ぎ続け
ると、とうとう飲み水が出ました。おなかいっぱい飲んだ旅人はコッ
プ一杯の水（呼び水）を井戸の横に置いて去りました。それは次に来
るであろう人の為でした。

　アメリカのセントへレンズ山の 1980 年の大きな噴火。この山は、
この時の噴火が原因で命が芽生えることはない、不毛の地となること
が地質学者によって懸念されました。しかし、数年経ち、多くの芽生
えが発見されました。その芽生えの場所は、動物の死骸（有機物）のあっ
た場所でした。犠牲になった動物たちが破れ口となり、新しい命を芽
生えさせることは、自然の再生を見ても知ることができます。人の研
究では「無理ではないか」と思われたことの中に起こる奇跡の中から、
私達は神様の偉大さを知ることができます。

　ダムに穴が空いていたらどうなるでしょうか。そこに暮らすために
必要なダムが決壊し、その穴がどこにあるかわかるのに、私達はその
穴を放っておくでしょうか。
『イスラエルよ。あなたの預言者どもは、廃墟にいる狐のようだ。あな
たがたは、【主】の日に、戦いに耐えるために、破れ口を修理もせず、
イスラエルの家の石垣も築かなかった。』（エゼキエル13:4-5）
この聖書個所は、人生の破れ口を、城壁に空いた穴と表現しています。
街を守るための城壁に穴が空いたら、そこから敵が入ってきます。も
し守るための城壁に穴が空いたらどうしますか？その穴を放置すれば、
そこから敵が入って、大事なものが奪われてしまいます。

　破れ口は、城攻めなどの争いの中で、打ち壊されできた壁の穴のこ
とです。そもそもその穴はどうしてできたのでしょう。城壁の前で争
いがあったからでしょうか？何かがぶつかったからでしょうか？小さ
な原因があったはずです。それを人のせいや環境のせいにしていたの
では、破れ口をふさぐどころか、また同じ破れ口を作ることになります。
この破れ口は、自分自身が向き合うべき問題です。破れ口は、過去に
何らかの理由で開いた「穴」であり、そこは敵に入られやすく、まさ
に今自分自身が葛藤し、悩み、戦っていることだといえると思います。
自分の破れ口を理解しているでしょうか。

　エジプトから救い出されたイスラエルの民は、神様が何度奇跡起こ
して救ってくださっても、すぐ不安になり神様から目を離し、モーセ
がいないと金の牛を作るなど、してはならないことをしました。そん
な時、モーセは、イスラエルの民が、間違った生き方からもう一度神
様に戻ることを望み、破れ口に命をかけて立ちました。そして、自分
のこととして真剣にとりなしました。
『今、もし、彼らの罪をお赦しくだされるものなら。しかし、もしも、
かないませんなら、どうか、あなたがお書きになったあなたの書物から、
私の名を消し去ってください。』（出エジプト記32：32）
民の罪を見つけた時に、自らの問題として、破れ口に立ったモーセの
姿は、詩篇でも描かれています。『それで神は「彼らを根絶やしにする」
と言われた。もし、神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤
りを収めていただくために御前の破れに立たなかったならどうなって
いたことか。』（詩篇106：23）
モーセはいのちがけで真剣にとりなしました。モーセのとりなしの祈
りによって、民は救われたのです。
　あなたは破れ口に立っているでしょうか？あなたは問題を繰り返し
てはいませんか？そしてあなたの問題は、あなたの家系も同じです。
その問題をあなたが繰り返しているのなら、あなたは問題を人のせい

 エゼキエル22:30 13:4-5

　4月から新しく英語教室「ASE（エース）」がスタートしました。教室とオンライ
ンレッスンの生徒もあわせると30名以上の生徒が英語を学んでいます。
「ASE」は「Active Speak English」の略ですが、もう一つ、ギリシャ語で「　　 (エイス)」
= ひとり、という呼び方もあわさってつけられました。この　　 は、マタイ 25 章
でイエス様がされた例え話に出てくる「ひとりに」という言葉です。
　ある時、ひとりの生徒がレッスンの時間に教室を飛び出したことがありました。
私は追いかけて、その子に座るように伝えましたが、その子は最後まで座ったり立っ
たりを繰り返し、その日のレッスンを終えました。次の週、またその子は教室を飛
び出していきました。私は「またか…」と思い追いかけましたが、そのとき神様に「お
前はどうなんだ？」と聞かれた気がしました。ふと考えると、私自身、自分が置か
れている環境から目を背けたり、目の前の状況に嫌だと背をむけて、毎日のように
神様のところから飛び出していることに気づきました。そういうときは、いくら正
論を言われても、わかっている！と反抗したくなる気持ちでいっぱいになります。
でも、そんな私に対して神様がかけてくれる言葉はいつも「どうした？」の一言です。
正論やルールではなく、私に寄り添ってくれる神様の姿を思い出しました。同時に、
飛び出していくその子に、私がかける言葉も照らされた気がしました。そのお友達
には好きなことがたくさんありました。レッスンの待ち時間のあいだ、ASE のみん
なで一緒に外遊びをしたり、工作をしたりするなかで、その子は少しずつレッスン
の時間を座って過ごせるようになりました。今では教室から飛び出していくことは
なくなりました。
ASEに与えられている御言葉です。

『すると、王は彼らに答えて言います。『まことに、あなたがたに告げます。あなた
がたが、これらのわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちのひとり（ 　　） に
したのは、わたしにしたのです。』（マタイ25:40）

　私という罪人の【ひとり】に目をとめてくださり、赦し、変わらずに愛し続けて
くださっている神様の愛を、私の目の前にいる【ひとり】の人に伝え続けていきた
いです。

セル活動

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

　各　自

教会チーム

　　

16:30~ASE

誕生者のお祝い
ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

  

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~

早天祈祷会6：00~

砂漠の旅人砂漠の旅人

破れ口に立ったモーセ破れ口に立ったモーセ

セントへレンズ山の噴火セントへレンズ山の噴火

16:30~ASE

16:30~ASE

「あなたに空いた穴 ~破れを塞ぐ者へ~」　

私達
あなたの破れ口は、何でしょうか？あなたには破れ口があります。
私たちをいのちがけで愛しているイエス様は、私達のいのちの井
戸の番人です。自己流のやり方、問題を見て裁く心・人のせいに
する心を置いて、イエス様の御声に耳を傾けましょう。「私には
破れ口があります。どうか私の破れ口に共に立ってください。そ
のために私は何をしたらよいですか？」とイエス様に聴き従う決
断をしましょう。
私達の人生の破れ口は、イエス様が、もう塞いでくださっていま
す。だから私達は自分自身の破れ、周りで起こる破れに立つこと
ができます。神様とともに破れ口に立ちましょう。

さいごに…

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

食と農のWS

早天祈祷会6：00~16:30~ASE

セル祈祷会

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

 岩﨑祥誉 日名創真

楠田富江

山崎 風

 

堀川由美　岡本直子

牧 佑　田中絵津子

鈴木結仁

泉水一護

中島好正　富岡凱千

日名聖也
泉水 誠

岡本英樹

河島晃太

寛金由香利

ﾌｨﾘｯﾌﾟｱﾗﾊｲﾘｹﾞﾝ

にしているということです。モーセは人のせいにせず、破れ口に立っ
たのです。

　私達は、置かれた場所において、神の国の大使です。その問題を最
善の方法で解決できるのは大使である私達です。その方法を示してく
ださったのがイエス様です。穴が空いている問題を見つけたなら、そ
れを神様に報告するのが祈り。祈りに応えて、神様はその方法と力を
与えてくださいます。穴が空いていることにさえ気づいていなかった
り、自分の穴なのに人のせいにしたりしていないでしょうか？見て見
ぬふりしていると、はじめは小さな問題。しかし、それを放っておく
とはじめは小さな虫しか入れなかったその穴から、だんだん大きな獣
が入れるようになり、穴は大きく広がってしまいます。私達がそれぞ
れ抱えている自分の力ではどうにもならない問題は、私がイエス様と
ともに破れ口に立つために与えられました。
『この地を滅ぼすことがないように、わたしは、この地のために、わた
しの前で石垣を築き、破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが、見
つからなかった。』（エゼキエル22:30）
問題に真剣に向き合い、破れ口に立つ者を神様は探しておられます。

　私達は自分に不利なことが起こった時、自分の人生に穴が空いてし
まうようなことがあった時、自分の邪魔をする人や、その問題を疎ま
しく思います。排除しようとしてしまいます。見ないようにしたいと
思います。しかし、その破れ口によって私達は祈ることができます。
自分で解決するのではなく、見て見ぬふりをするのではなく、祈りに
よって神様の前に出ることができるのです。神様はあなたの人生の城
壁の破れ口を塞ぎ、強固な城壁にしてくださろうとしてくださってい
るのです。それは人では出来ません。破れ口を通して神様に祈り求め
ることで、破れ口の前に強固な杭を立てることができるのです。

　イスラエルの元首相。男尊女卑が色濃く残る、イスラエルで唯一女
性でありながら首相になった人物でした。彼女は自分の目の前の問題
（貧困・自分の容姿など）に逃げずに、破れ口に立ったのである。彼女
は生まれた時から、様々な国を巡りイスラエルにたどり着いて行きま
すが、起こる問題を人のせいにせず、自分の問題として真剣に向き合
いました。
　あなたはどうでしょうか？もしあなたが本来行くべき道を行かず、
自分の通りやすい道ばかりしか選ばないなら、破れ口を塞ごうとしな
いなら、その小さな穴から大洪水が起こる結果になってしまうかもし
れません。人のせいにし続けていては、破れ口は塞ぐことはできません。

　破れ口に立ちましょう。その穴を塞ぐのは神様で、私はそこに立つ
だけ。一歩を共に踏み出しましょう。間違った方法で破れを作ったり、
見て見ぬふりをして大きな穴にしてしまったりすることがないように、
また、願っていないことが起こった時に諦めることがないように、私
達自身が抱える弱さを見つめ、神様が与えてくださる私達の人生の目
的を見続けましょう。

 父　の　日　礼　拝 父　の　日　礼　拝

光枝一朗

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

　ビジョントリップ（9日~11日）

ドリーム礼拝

スペシャルサタデー
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ドリーム礼拝

私達の人生に破れ口はないですか私達の人生に破れ口はないですか

破れ口の原因破れ口の原因

私が破れ口に立つ私が破れ口に立つ

あなたの周りにある破れ‼~それは人ではふさげない ~

ゴルダ・メイアゴルダ・メイア

イエス様と共にイエス様と共に


