
　

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

　一粒の種が撒かれて自分に死ぬならば豊な実を結びます。し
かし、自分に死ぬのは、とても難しいのです。アンデレとピリ
ポが選ばれていく理由はこの様なところににあるのではないで
しょうか。ピリポはギリシヤ人をイエス様のところに連れてい
く、そして救われるはずではなかった人達に対してイエス様が
大きな福音を伝える場面をアンデレとピリポはセットしまし
た。アンデレは中継ぎ、ユダはその場面を作る人。このように
みんなに役割があります。大きな失敗、そして心の中にある癌
も、神様は用いてセッティングしていきます。私達には「納得
しないとできない」「こんな事に意味があるか？」「自分は本当
に必要なのか？」など、つぶやく心はないでしようか？
アンデレはいろんな葛藤の中でも自分の役割に徹していまし
た。「男らしく生きる」とは、自分の在り方を捨ててイエス様
に従うことなのです。
≪パパ　痛い　やめて≫
ある宣教師の息子さんは右足がねじまがった状態で生まれてき
ました。医者は「このままだと大きくなった時に歩けないだろ
う」と言い、すぐに手術し、まっすぐにしました。手術後、医
者は父親にこう言いました。「お子さんはこれからどんどん成
長していきます。その時に足首がまた元に戻り、曲がってしま
う可能性があります。それで毎日リハビリをしてください」と。
このリハビリは、ビンにタオルを巻いて、その上に息子さんの
足首を乗せ、曲がらないように上から抑えつける方法で行われ
ます。でも、そのたびに小さな息子は「パパ、痛いよう。やめてよ」
と泣き叫びました。その姿を見ると、「こんなに痛がっている
のだから止めてしまおう」という誘惑に何度も駆られたそうで
す。けれども、そのたびに「いや、この子を歩かせてやりたい。
しっかり歩けるようにしてやりたい。　だから、この痛みに耐
えてもらわなければいけない」と思い、リハビリを続けてきた
そうです。その息子さんはその後どうなったでしょうか？20
歳になり、テニスの学生チャンピオンに輝いたのです！　この
お父さんは、自分に与えられていた役割と将来を見通して、真
剣に向き合っていたのでした。

　エジソン、20 世紀最大の世界的伝道者ビリー・グラハム、
米国大統領アイゼンハワー、レーガン等、各界著名人に多大な
影響を与えた人物ですノーマン・ビンセント・ピール博士は
1932 年から引退までの５０年以上、牧師としての働きをし、
力強い説教で人々の心をとらえました。教会の地下室にカウン
セリングルームを開き、心悩む多くの人を助けました。
熱心なクリスチャンでもあるピール博士が提唱した「自信を持
つ１０か条」は多くの人に影響を与えました。
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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～
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福澤先生
特別祈祷会

福澤先生
賛美練習

 昨日のリビングライフで「恐れの中で握りしめる神の約束 ( 創世記 
32:1-12)」が語られました。ヤコブは、兄ヤコブとの関係解決という大
きな課題がありました。ヤコブは長子の祝福をエサウから奪い、エサウ
の激しい怒りからパダン・アラムへ逃れていました。20 年が過ぎても、
ヤコブの恐れはなくなっていませんでした。そんなヤコブに神の使いた
ちが現れました。ヤコブは彼らを見た時、「ここは神の陣営だ」と言い
ましたが、恐れは消えませんでした。それでヤコブは、エサウのもとに
使いを送って好意を求め、彼の心を和らげようと使者を送りました。そ
の使者からの報告は「迎えにやって来られます。四百人があの方と一緒
にいます」でした。より一層不安になりました。そこで、自分の宿営を
2 つに分けるという策を練りました。たとえエサウが一つの宿営を討っ
たとしても、もう一つの宿営が逃れられるだろうと考えたのです。ここ
に書かれている「宿営」と「神の陣営」は、つながりのある言葉です。
神が自分にしてくださった約束を思いながらも、エサウのことを考える
と恐れが勝ってしまっていることがこの言葉の中に表されています。
この恐れの中、ヤコブは神に祈りを捧げに行きます。自分の子孫を海の
砂のようにするという契約のことばを握りしめて、神の助けを切に求め
たのです。危機に直面すると、人間は弱くなってしまうものです。そん
な時こそ、自分に与えられた神の約束を思い起こし、神さまにより頼む
べきです。苦しい状況であるからこそ、主のことばを握りしめて祈りま
しょう。苦境に立たされたとき、神様が天の軍勢を遣わして敵の手から
守ってくださることを覚え、大胆な信仰をもって歩みましょう。
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　スコットランドの国旗は十字架が「X」になっています。こ
れはアンデレが死刑になる時、イエス様の十字架と同じではお
こがましいので、「X」の十字架を敢えて選んだ。と言われて
います。今の世の中には、あたかも、もっともらしい一部の意
見が世の中に多大な影響を与えてしまうことも多くなっていま
す。「神様の愛」（福音）を失った思想は、どんなに素晴らしく
思えてもズレてしまいます。それらの差異をつなげ、神の愛と
融合させていく役割が私達には委ねられています。

≪シモン≫
　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
≪アンデレ≫ペテロの兄弟
マルコ 3:18 次に、アンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、
トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、とい
う名をつけられたアンデレはイエスに兄のペテロのところに呼
ばれたのだが、１２弟子には選ばれてはいません。
彼の名はギリシヤ語のみ表記でした。男らしいという意味があ
り、ヘブル語の名前があったと思われますが、それは表記され
ていません。彼はヘブル人だったのにも関わらず、ギリシヤ語
の名のみを残され、アンデレはギリシヤ人をイエスの所に連れ
てくる、また仲介するような役割に立っていました。ヘブル文
化で生きた彼らがギリシヤ文化の中で男らしく生きろと言われ
たのです。また、アンデレが兄ペテロを連れてきたのにも関わ
らず、兄の方が弟子と言われ、自分は選ばれていない…。アン
デレはそのような状況の中で葛藤と戦っていたのではないで
しょうか。

　ピリポがギリシヤ人にイエスにお目にかかりたいと頼まれた
時、ピリポはアンデレに伝えました。そして、２人でイエス様
のもとにギリシヤ人を連れていきました。ピリポとアンデレは、
本当なら救われないハズのギリシヤ人がイエスから福音を聞く
ことをセッティングしました。ピリポ、アンデレはそのような
役割でした。それを彼らは良く理解していました。私たちはこ
の２人のように自分の役割を理解しているでしょうか？
≪その時が来ました。≫
アンデレとピリポが自分たちの役割に徹し、異邦人がイエス様
から福音を聞くことが出来るセッティングを果たしたからこ
そ、イエス様は「その時が来ました。」と異邦人へ大きな福音
を伝え十字架に向かうことができたのです。
　

マルコ3:13~19

若い頃の私は、思い煩う事が多くて、多くの失敗もしてきま
したが、今は、思い煩う事を捨てて、神様に委ねて平安に暮
らす事が出来る様になりました。これも神様の恵みと感謝し
ています。今の私の心を占めている事は、「死」という事です。
一般的に「死」というと恐ろしいという思いになるかと思い
ます。日野原先生も「最後の著書（生きていくあなたへ）の中
で、死は未知の世界のことなので恐ろしい気持ちになる。そ
れは当たり前の事だ」と言われていました。しかし、「死と
生は切り離す事の出来ないひと続きのものだから、自分に残
された、かけがえのない時間を無駄にせず、与えられた使命
を全うできますようにと、毎日祈りながら暮らしています。」
と言われていました。私もそのようにありたいと願います。
今の世界を見ると、そう願う事も祈る事も出来ず、死んでい
く人がなんと多い事かと思い悲しい気持ちになります。神様
に、どうか、この多くの人々をお救い下さいとお祈りしてい
ます。何も出来なくなった私に、今、出来る事は、人を愛す
る事です。自分を無にして人を大切に思う心を大切にして、
求める愛ではなく与える愛を持つ事が出来る様にとお祈りし
ながら、日々暮らしていきたいと思います。

『あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。
神があなた方の事を心配して下さるからです。』第一ペテロ
5：7

横山栄子 岩﨑優輝
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私たちには融合の役割がある

役割に徹したアンデレとピリポ

ノーマン・ビンセット・ピール

男らしく生きる (自分らしく生きる )

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
             西嵜 陸
             

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~

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

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 西嵜陸

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
「 異邦人の名　男らしさ」

回復の名前を与えられ弟子たち

アンデレはどんな状況でも環境や人に流されず自分の役割
を全うしました。目の前で求める人がいるならそれに応え
ようとしました。私たちも神様が選んでくれた、そして神
様が造られた、だから決して諦めず、最善を尽くす、そし
て御手にゆだねます。アンデレはいろんな葛藤の中でも自
分の役割に徹していました。「男らしく生きる」とは、自
分の在り方を捨ててイエス様に従うことです。私たちもア
ンデレのように自分の在り方を捨ててイエス様に従うもの
となれるように、共に祈っていきましょう。

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）


