
　

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

最終的にはレヴィ族とユダ部族の母として恵んでくださいまし
た。
クリスチャンもこのように心が慌てふためく時を通るなど迫害
に合うかもしれません。しかし、必ず恵んでくださる神様がい
らっしゃるということを名を呼ぶシーンで私たちに語られてい
ます。
神様は私たちに意味を持っています。そして、その意味のゆえ
に苦しみと葛藤にいるかもしれません。そんなとき、神の声を
聞くのか、それとも人に聞くのか。神から恵みを受けるまで貫
くことができるのかそれとも諦めるのか。なのです。
神様が私達の病を願っている方ではありません。私達が自分の
名の本当の意味からずれてしまうと病が起こります。しかし、
神様はそれを使ってでも私たちを神様に戻したいのです。
神様は雷の子、ヤコブとヨハネの感情的なところを用いて、迫
害下に置かれた教会を助ける人として使わされました。

「御国が来ますように」

酒井美津子

来週の奉仕者
（１０月１６日）

西嵜 伝道師 
行司 伝道師
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山本 麻美
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今週は…創世記32章13節～創世記35章15節

　～リビングライフより～

「われ弱ければ」「われ弱ければ」

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

（ ２０２２年 ９月２５日 ） 

（要約者：李 雋英）

福澤先生
特別祈祷会

福澤先生
賛美練習

　火曜日のリビングライフで『「ともにいる」と約束されたベテルの神 ( 創
世記 28:10-22)』が語られました。ヤコブは父イサクをだまして長子の権利
を奪いました。そのことで怒ったエサウから逃れるためにヤコブは一人で旅
に出ました。その旅の途中、ヤコブは、『そして、見よ、主がその上に立って、
こう言われた。「わたしは、あなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。
わたしは、あなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫に与え
る (13 節 )』と、神さまからの語りかけを初めて体験します。この時、ヤコ
ブは不安や恐れに苛まれていたかもしれません。人生の中で、最も神様から
の語りかけを必要としている時だったかもしれません。そんな慰めや励まし
を必要としている時に、ヤコブが祈り求める前から神さまから一方的に彼に
語りかけられたのです。ここに神さまの愛と哀れみを見て取ることができま
す。また、この約束は新しくヤコブと交わされたものではなく、彼のおじい
さんであるアブラハムから続いている約束を再確認しているのです。
しかし、ヤコブは、このアブラハムの時代から続いている約束だけではなく、
『見よ。わたしはあなたとともにいて、あなたがどこへ行っても、あなたを
守り、あなたをこの地に連れ帰る。わたしは、あなたに約束したことを成し
遂げるまで、決してあなたを捨てない (15 節 )』と彼自身との個人的な約束
も神さまから与えられました。神さまは、エサウやイサクをだまして逃げる
ヤコブの責任を問わず、約束を与えてくださいました。神さまは私たちを決
して見離すことのない愛の方なのです。みなさんは、神さまからの初めての
語りかけを覚えていますか？神さまに愛されていると感じた時の「初めの愛」
を握り続けていますか？私たちが変わっても神さまは決して変わることもま
どろむこともない愛と憐れみに満ちたお方です。この愛を覚えてどんな時に
もそばにおられる神さまと歩み続けましょう。

牧 一穂 牧師
岩﨑 祥誉
牧 唯恵 伝道師
日名 陽子
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　バンクオフアメリカ、駐車場の乱用で有料にした。
ある老人はそのことを知らず現金をもたず銀行に来たものだか
ら今回だけ免除してくれないかと相談。しかし対応した銀行員
は、ルールはルールとお金を支払えというばかり。この対応に
よって老人は６億円のお金を全部おろして、隣の銀行に預ける
ことにしてしまいました。実はこの老人は、その銀行での高額
預金者だったのです…。その銀行員の嫌な態度、本当にそうし
たかったのでしょうか？もちろん、嫌な態度を進んでしたい人
はいないはずです。しかし、その銀行員は、この対応によって
多くの損害を出してしまいました。
わざわざ嫌なことを私たちは言いたくないはず。しかし、人に
良くしてあげたい心を失い、本当にしたいことではなく、した
くないことをついついやってしまいます。
だから、愛とはその人の計画が本当に成せるようにお手伝いを
すること本当の心が成せるように寄り添う事です。神様は私達
を本当の姿に戻したいのです。

　シモン、彼の名は「聞く」。創世記 3:8 の御言葉と同じ原語
が使われています。神の御言葉をシャー。派生シャーマ「聞」。
創世記の時代、アダムとイヴは、蛇にそそのかされて食べては
ならないと言われていた木の実を食べてしまいました。それに
よって、本来は神に聞く者だったにもかかわらず、自分で判断
するようになりました。神から御顔を背けたのでした。それが
私達の中にある原罪です。原罪は的を外すこと。私達はすぐに
的を外してしまう存在なのです。だから私達が判断するときに
何を基準に判断するかが大事です。善悪を知る罪は自分で善悪
を判断をしてしまうこと＝自分を神にしてしまうことです。神
様に聞いて判断することで自分と神様の考え方のギャップを感
じることが必要です。
イエス様は、十字架に向かわれる前に「この杯をとってくださ
い」と祈ったけれども、「この心が神の御心でなければ変えて
ください」と祈りました。私達も神様の御言葉を選ぶのか、選
ばないのか、選べば祝福されるし、選ばなければ腐っていきま
す。しかし、神様の声を聞けないときもあります。だから教会
の家族がいます。聞けよと愛を持って伝えてくれる家族がいま
す。

　ヘブル語でケーフ＝荒地という意味です。価値のないものと
して投げ捨てられたものです。しかし、この岩の上に教会を建
てるとイエス様は言われました。私たちがどう選ぶかで価値な
きものが教会として生まれ変わるのです。

　ヤコブ（かかと＝奪い取る）とエサウ、創世記に出てきたヤ
コブは長子の権利を奪い取った後お兄さんがいるところに戻る
とき、ヤコブの心配とは違ってエサウは遠くから走ってきて迎
えてくれました。その時の和解を象徴する恵みがヨハネの名前
です。ヘブル語でハーナ 創世記 33:5「神があなた様の僕に恵
んでくださったこどもたちです」の恵んでくださったのところ
です。
ゼベダイは授ける、ボアネルケは雷の子という意味です。この
雷の子の由来は旧約時代のペニンナとハンナの話からでした。
ペニンナと違って子どもができなかったハンナが覚えた憤りの
感情がそれでした。その多くの憤りで慌てふためく、なんでこ
んな目に遭うんだと思うような状況に置かれたハンナに神様は

マルコ3:13~19

映画「われ弱ければー矢嶋楫子伝」(原作 :三浦綾子 )を1か月ほど
前に観に行きました。主人公、楫子(かじこ)が、明治・大正という、
女性が一人の人間として尊重されることのなかった時代に、女
子教育に力を注ぎ、キリスト教矯風会を作り、一夫一妻制、婦
人参政権、廃娼運動など女性解放運動に捧げた生涯を描いた作
品でした。
映画の中で、カツという名前だったのを「今日から私は楫子
よー！」と改名したのが印象的でした。「船は行くべきところに
向かって、楫 (かじ )をとり、真っ直ぐに行く」という兄のこと
ばから、自分の生き方について決断したのでした。
この映画に夫を誘いましたが断られ、私は泣きながら「私は観に
行く。私には必要だから。言いたいこと言えない自分が嫌だか
ら。」と言いました。夫を勝手に恐れて大きな壁を築いていまし
たが、このときから、夫とよく話し合う努力をするようになり
ました。子の問題について夫とよく話し合う、という船の行き
先を示され、「神様、楫はどうしたらいいですか」と相談しながら、
弱さを神様に受け止めてもらいさとされ、話し合う幸せを感じ
るようになってきました。教会の家族からもいつも励ましてい
ただき、諦めない心も生まれてきました。

詩篇119:24『まことに、あなたのさとしは私の喜び、私の相談
相手です。』

横山栄子 岩﨑優輝

牧 一穂先生
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早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

本当の心ではない心

ゼベダイの子ヤコブとヨハネの名

ペテロ（岩）の名

16:30~ASE

16:30~ASE

16:30~ASE

最後に

19 日   横山栄子
             岩﨑優輝
             

11 日   石坂美緒
             石原奈々絵
14 日   高橋未来
16 日   池田優香
             

27 日    藤原柑奈
28 日    原田安祐美

               
　　　 

29 日    日名幹夫
              牧尉太
30 日    渡辺和香子

2日   曽我一裕
           岡本絆
9日   河島弘子

           
    
           　

          
            

23 日   佐々木結心郎
25 日  西嵜孝之
            

早天祈祷会6：00~

20：00~県北祈祷会

石坂美緒 石原奈々絵

西嵜孝之

堀川敬泰

河島弘子

池田優香

佐々木結心郎

渡辺和香子

藤原柑奈

  高橋未衣

原田安祐美 日名幹夫 牧尉太

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝
神の計画~ あなたの名前Ⅱ~　

シモン・ペテロの名　（マルコ３:１３-１７）
ヘンリーナウエンという方は「私を傷つける人を不道徳な
人として見るのではなく、乾いている人として見ることが
できるようにしてください。水を差し出す勇気をください。
どうやって飲んでもらえるのかを教えてください。」と言
いました。そして、尾山令仁先生の映像で紹介された親子
の詩のやりとり。15 歳で障害を持った息子が愛をお母さ
んに伝える姿とそれに愛のこもった返事の言葉を送るお母
さんの姿、私たちの本当の心からずれてしまった今の私た
ちに本当は人のために良い言葉をかけてあげたい心がある
ということを思い出せてくれました。
『人からしてもらいたいと望むとおりに、人にしなさい。』
ルカによる福音書6:31

それは私たちの中にある枯渇した愛ではなく、神様から受
け取った愛を流すことができます。聖書は小さなからし種
のように信仰でいい、それが多くの恵みに変わると教えて
います。どんな失敗者でもいい、やり直す事ができると言っ
ています。
自分の力ではどうすることもできない私達はともにその罪
をおろすために十字架に向かってくださったイエス様に祈
ることができます。「主よ。赦してください。私の罪を赦
してください。」見る目が変えられて人生が変わる奇跡が
持たされますように。

誕生者のお祝い

セル活動

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~

サルーキ＝
コンサート

KiKi さんゴスペル

スペシャルサタデー

食と農のWS（稲刈り）


