
　

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

ス様は前からご存じだった…名前があったはずの彼のことを「バルト
ロマイ」と記されたのはそういう意味が込められていたのです。

　マタイのアトリビュートは「お金」と「ペンとインクと書物」でした。
マタイはお金を集める取税人から、福音書を書く、書き記す人に変え
られていきました。
　「マタイ」とは「賜物（ヘブル語でマッタト）」という意味です。イ
エス様は取税人マタイをスカウトされ、マタイの取税人たちを集め取
税人の家で食卓につかれていました。周りの人たちは「あの人は罪人
である取税人と一緒に食事をしている」と非難します。
「マッタト」は聖書のⅠ列王記 13：7「王は神の人に言った。『私と一
緒に宮殿に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物
をしたいのです』」にある、「贈り物」という意味で使われています。
聖書には摂理が描かれており、一つ一つのストーリーに意味があり、
一つ一つの言葉にも深い意味があります。そして私たちの人生にも、
深い意味があります。私たちの目線から見ると何でこんなことがと思
えるようなことや、無駄にも思えるようなこと、そんなことに意味が
あるのです。マタイは、主税人になり、同胞からローマになびいてお
金をだまし取り、裏切り者となり数にも数えられないような存在でし
た。しかしマタイはイエス様に出会ったことで、人からお金を取る人
から福音書を書き記すものへと変えられたのです。お金にまみれてい
たマタイのアトリビュートは「お金」から「インクと書物」に変わっ
ていました。イエス様に命懸けでついていくと立ち上がったその手の
描写は、アダムとイブが園の木の実に差し伸べた描写と同じでした。
私たちはイエス様のもとに理不尽な動機で立ち上がりますが、イエス
様はそれでもいいと言ってくださっています。
　「レビ」とは伴う・連なる「ラーヴァー（夫が妻に結び付く）」とい
う意味があります。花嫁を迎えに行くという意味ですが、裏切り者の
花嫁でいいからその手でついて来いとイエス様は言ってくださってい
ます。

　私たちの名前には深い意味があります。ただ私たちの名前が呼ばれ
ただけではありません。悪霊を追い出す権威、つまり誘惑の声に打ち
勝つ力を与えるためです。過去がどんな状況だったとしても、失敗だ
と思えたとしても、今やっていることが例えずれていたとしても、そ
れでもいいからわたしについてきなさいと言って下さっています。そ
してイエス様についていった人たちは、十字架の復活に出会い、変え
られていきました。神様はこのようにして私たちの人生を導いてくだ
さいます

～神の計画～あなたの名前Ⅳ

秋山耕平

来週の奉仕者
（１０月２３日）
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今週は…創世記3５章1６節～創世記3８章２３節

　～リビングライフより～

「全て委ねる」「全て委ねる」
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チャーチミーティング

（ ２０２２年 １０月９日 ） 

（要約者：神達 良子）

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「貧しい心で出会った ベテルの神 ( 創世記 
35:1～15)」が語られました。ヤコブは長子の権利を奪われたことで怒っ
ていたエサウから逃れて暮らしていました。しかし、神はその暮らし慣
れた地から離れてエサウと父のところに行くように語られました。ヤコ
ブの人生は波乱万丈に満ちたものでした。そのたびごとに神さまはヤコ
ブに語りかけ、ヤコブはその声に聞き従いました。そんなヤコブに対し
て 「立って、ベテルに上り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなた
が兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさ
い ( 創 35:1)」と語られたのです。神さまは、ヤコブとさらに深い１対
１の関係を望まれました。それに対してもヤコブは従いました。危機は、
神に出会うチャンスです。神さまは、前述したように、ヤコブにベテル
に上るよう命じられます。ベテルは、ヤコブが兄エサウから逃れた時に
神に出会った場所です。ヤコブは、神のことばに従い、家族を連れてベ
テルに上る決意をします。ここでも神のことばに従いました。神さまは、
ヤコブの人生の決定的な瞬間のたびに現れ、語りかけ、力を与えてくだ
さいます。そして、「イスラエルが、あなたの名となる ( 創 35:10)」と
告げられました。「イスラエル」は、ヤコブだけでなく、民族も指します。
神は、ヤコブの名を変えるだけでなく、アブラハムに与えた約束（創
17:1 ～ 2）と、創造の時に与えた祝福（創 1:28）を彼に与えてくださ
いました。ヤコブとは押しのける者という意味があり、今までのヤコブ
の人生を象徴している名前でした。それがイスラエルとされました。こ
のイスラエルには、神さまが戦う・神さまの王子と言った祝福を象徴す
る意味があります。今、私たちは自分の名前の意味を受け取ろうとして
います。そのためには、ヤコブのように神さまの声に聞き従う従順さが
必要です。自論を捨てて主の声を求めて、聞いたのなら聞き従いましょ
う。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄 伝道師
行司 佳世 伝道師
李 雋英
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　ある国の傲慢な皇太子が乗った船がクルージング中に、突然気候が
悪く嵐になり霧が出て先が見えなくなりました。そんな時、船の行く
先に光が見えました。船が向かってくると思った皇太子は、このまま
だとぶつかってしまうと思い、船長に「あの船をどけさせろ」と命令
します。船長はそのようにモールス信号で送ります。しかし、向こう
は「そちらがどけろ」と送ってきます。「こちらは皇太子の船だ」と送
りますが、「こちらはどけられない」と送ってきて、何度かこのやり取
りが続きます。実はその相手は船ではなく、灯台でした。私たちはこ
のように、しっかりと真実を見極めないで自分の思い通りに進みたい、
そのために相手を変えたいと思ってしまいます。

　聖画に描かれるバルトロマイのアトリビュート（その人のテーマと
なったシンボル）はナイフと書物ですが、ミケランジェロの絵では皮
を持っている姿が描かれています。彼は聖書に生き、最後まで命をつ
なぎ命がけで宣教し、最後は皮を割かれて殉教していきました。
そんなバルトロマイがどうして救われたのか。バルトロマイをイエス
様のところに連れて行ったのはピリポでした。ピリポから、イエス様
がガリラヤの出だと聞いたバルトロマイは、ガリラヤからそんな人が
出るなんて信じられないと言います。ガリラヤ地方は差別されていた
地方であり、バルトロマイもガリラヤ出身で、そのことに劣等感を抱
いていました。ピリポはバルトロマイに「実際に自分で見てみろ」と
伝え、イエス様に出会わせます。半信半疑なバルトロマイに対し、イ
エス様は「このイスラエルの中で、律法を守る素晴らしい人だ」と言い、
バルトロマイは「この人は私のすべてを知っている」と思わされます。
バルトロマイの半信半疑の心は、熱心さの裏返しでもあったのです。「イ
チジクの木の下にいるとき、ピリポに声を掛けられる前からあなたの
ことを見ていた」誰も知りえないバルトロマイの熱心さをイエス様は
見抜き、バルトロマイに伝えたのでした。それによって、イエス様の
ことを信じ、ついていくことを決めます。「この時」という時に、イエ
ス様の前に素直に出ていくことで変えられていくのです。
イエス様が天に昇られた後、バルトロマイはピリポと一緒にインドに
宣教に行きます。たくさんの人が救われますが、偶像礼拝で稼いでい
た人たちの怒りを買い、村中の人が反旗を翻して、二人を殺すように
言います。そして殺されそうになった時、大地震が起こります。そこ
で二人は村の人たちが守られるように祈ります。そんな姿を見た人た
ちによって、死刑を免れますが、ピリポは殉教を選びます。バルトロ
マイは宣教を続け、アルメニアで迫害を受け皮はぎの刑に遭うことに
なります。

　バルとはヘブル語で「子」という意味があり、トロマイ（タルマイ）
の子という意味で、バルトロマイとは名前ではありません。タルマイ
が聖書で最初に出てくるのは、民 13：22 でカナンの先住民として名
前が記されています。アブラハムの時代に、彼らはカナンの地から追
放されます。また、タルマイはもう一人聖書に出てきます。イスラエ
ルの王ダビデの三男アブサロム。母マアカがゲシュルの王「タルマイ」
の娘。つまり、アブサロムはタルマイの孫です。アブサロムは自分の
妹がダビデの長男アムノンにひどい目に遭わされ、腹が立ちアムノン
を殺してしまいます。アブサロムはダビデも殺そうとし、追放されゲ
シュルの王アミフデの子タルマイの所に身を寄せました（Ⅱサムエル
13：37）。アブサロムはタルマイの孫ですが、この当時は孫という概
念はなくタルマイの子と言われていました。
バルトロマイは、イエス様に会ったとき「お前は素晴らしい」と評価
され、「いちじくの木の下にお前が立っているのを見ていたよ」と言わ
れました。憎しみをもって罪を犯して追放されたアブサロムのことを
神様が見ておられたのと同じように、このバルトロマイのこともイエ

マルコ3:13~19

ハレルヤ !こうして場所は離れていても、主のなさる事の麗しさを
分かち合える事感謝します !自 分は今の CFNJ聖書学院に来て、1つ
大きな打ち破りがありました。それは賛美に対するもので す。今ま
で自分は、もちろん礼拝の中で会衆側で主を賛美する事はとても喜
びでしたが、アシス タント等が入ると神様を賛美する喜びよりも緊
張や、音程取るのが苦手だから、前に立つのは嫌 だなという思いの
方が強かったです。賛美リーダーは、自分は絶対出来ないし、召し
では無いと偉 そうながら勝手に決めつけてしまっていました。しか
し今の学校の講義の中で、賛美するという ことはクリスチャン全員
に与えられている召しです !と語られました。そこから、神様の不
思議 な素晴らしい御業によって、まず奉仕教会で賛美リードを2週
間に1回、任されることになりまし た。また学校の朝の賛美集会で
も2週間に1度賛美リードが任されました。また、5月に学校で行 わ
れた北海道のユースの賛美集会でなんと賛美リードを任されまし
た。1年前の自分では想像する ことの出来ないような神様の素晴ら
しい取り扱いが始まって、神様がこれからどんな事に用いて くださ
るのか、期待します ! 本当にこの経験を通して、自分で支配してい
た領域が自分の中に沢山あるなと実感しました。そ れを神様に委ね
た時に神様が最善をなして下さる体験が出来ました。これからも本
当に自分が生 きるのでは無く神様に生かされていきたいです。
[エレミヤ書 29:11]
『わたし自身、あなたがたのために立てている計画をよく知ってい
る──主のことば──。それは
わざわいではなく平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希
望を与えるためのものだ。』

横山栄子 岩﨑優輝

牧 一穂先生
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相手を変えたくなる私たち

マタイ　レビ

神様についていくことで変えられる

バルトロマイのアトリビュート
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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~

セル祈祷会

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

西嵜孝之

堀川敬泰

池田優香 西嵜陸

佐々木結心郎

渡辺和香子

藤原柑奈

  

原田安祐美

牧 征寛

日名幹夫 牧尉太

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝
「 招かれざる者の食卓」

バルトロマイ（ナタナエル）について

私たちは失敗を犯してきましたが神様に導かれ、再び同じ道に行
かないように、神様は名前をもう一度確認させてくださっていま
す。その名前は、あたかも失敗を記したような名前に思えるかも
しれません。しかし神様は、その名前を呼んでくださって、私た
ちは悪霊を追い出す権威（私たちに押し寄せる誘惑を追い出すた
めの力）を与えられ、変えられていくんだと伝えてくださってい
ます。
　神様は摂理をもって私たちに向き合ってくださっています。私
たちには無駄に思えることも、失敗に思えることもイエス様は見
てくださっています。そして十字架に架かってくださったのです。
ですから私たちは、善悪を自分で判断することをやめて、神様に
ただついていきたいです。神様が私たちの人生を変えられる力が
あることを信じていきたいです。

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


