
　

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

理のきっかけとなりました。トマスは、もともと別々のものであっ
た違っているものを、もう一度一つにする人物となったのです。

　問題や困難があるのは当たり前と言う彼は、医師として、世界
の未曽有宇の出来事、コロナウイルスの対応に関して、とても大
きな力を発揮しています。多くの情報から判断した事を政府に提
言していく立場にいた為、誹謗中傷されることが多くありました。
政府と見解が違う事で、政治的抹殺を受ける事もありました。し
かし彼は「批判の中にも一理の真理がある。」と語って多くの人が
している様な政府批判、反論をしませんでした。どうしてその様
な事が出来たのでしょうか。彼はノンクリスチャンでしたが、座
右の銘は、聖書の御言葉『 天の下では、何事にも定まった時期が
あり、すべての営みには時がある（伝道者の書3:1）』だったのです。
彼は時間が神であることを良く理解していました。時が解決する
その時まで、神を信頼し、時を待つ必要がある事を理解していた
のです。心が騒ぐ時は、ラインホルド・ニーバーの「神よ、変え
る事の出来ないものを受け入れる冷静さを、変える事の出来るも
のを変える勇気を、そして、両者の違いを見分ける知恵を私達に
お与え下さい。」という祈りを通して、１人静穏の時を持ち、自分
と格闘したそうです。彼は「個性は自分自身と格闘し自分自身を
見つけていく事である。」とある対談の中で語っていました。尾身
氏はクリスチャンではありませんが、聖書の言葉に信頼して実行
していたのです。また次のようにも語っています。「自分の中に、
偽りで自分を栄えさせようとする虚栄心があると、自分と向き合
えない。」と。

　クリスチャンではない尾身氏でさえも御言葉を信じて揺るぎな
い信念で自分の信念を貫こうとしています。
ならば、神様を知っている私達は、御言葉から更に神様の摂理を
受け取ることができます。信じることができます。私達も虚栄心
を捨てて、神に聞き、自分と闘い、本来神様に創られた唯一無二
の自分を見いだして行きましょう。自分に打ち勝つ力を与えて下
さいと祈って行きましょう。

～神の計画～あなたの名前Ⅴ

日名創真

来週の奉仕者
（１０月３０日）

行司 伝道師 
全本 みどり
澤口 明子
秋山 恭子
日名 洋
山本 麻美
唯恵 伝道師
日名 陽子
全本 みどり
澤口 明子
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今週は…創世記３８章２４節～創世記４１章３６節

　～リビングライフより～

「自炊を通して」「自炊を通して」
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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 １０月１６日 ） 

（要約者：日名 陽子）

福澤先生
特別祈祷会

福澤先生
賛美練習

水曜日のリビングライフで「夢見る者に対する兄たちの激しい憎悪 ( 創
世記 37:12-24)」が語られました。ヨセフは父ヤコブからとても愛され
ていました。また以前、自分の見た夢を話していました。そのことで兄
たちは、ヨセフを憎んでいました。ヤコブは、その兄たちところに行く
ようにヨセフに言い、ヨセフはそれに従いました。ヨセフに対する兄た
ちの憎しみは、あまりにも大きく殺そうとするほどでした。長兄のルベ
ンの言葉によって、実際に殺すことはせず穴に落とし放置しました。時
間がたったら引き上げようと思っていましたが、ミデヤン人によって引
き上げられ、奴隷としてエジプトに売られたのでした。
ヤコブもヨセフもルベンも、計画をもって行動していましたが、実際は
誰の計画したことも実現しませんでした。ここに私たちは神さまの計画
を見ることが出来るのです。一見、憎しみの生んだ残念な結末に見えま
すが、その憎しみを超えた神さまの愛が働いて実現していくのを私たち
は知るのです。ヨセフはエジプトで出世して家族を飢饉から救うことに
なりました。
私たちも、人の思いを超えて神さまの御心が実現するように願っていき
たいと思います。自分の望んでいない現実を目の当たりにした時、「な
んで？」「どうして？」と原因を追究するでしょう。そして、次にそれ
を解決するために自分の考えを絞り出すのではないでしょうか。たしか
に、それは必要なことですが、その考えの根底に「神さまはどう計画さ
れておられるのか」御心を知ろうとすること、この神さまが与えられた
状況の中で聞き従うべきものに聞き従うことが大切です。
神さまは、平安の主人であられます。もし、憎しみ、悲しみ、怒りなど
…平安を失っているのであれば主に求めていきましょう。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵 伝道師
日名 洋
牧 三貴子
富岡 美千男

  

　

10 月の誕生者
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　特別な 1 億円もの価値のある切手がオークションにかかり、こ
れを購入した人がいました。ところが、この人は、皆の目の前で
この切手を燃やしてしまいました。実は、もう一枚同じ切手を持っ
ていたので、燃やす事で、正真正銘、唯一無二の価値あるものと
したのです。結果、この切手の値段は何百億円にも跳ね上がりま
した。私達も神様によって唯一無二の存在として創られました。
でも、私達は自分の価値を他者と比較し、お金で換算した複数の
自分を作ってしまっています。私達の価値はお金にはかえられな
いので、自分の中にある、この複数の偽りの自分を燃やして無く
してしまう必要があるのです。創世記でアダムとイブは悪魔に誘
惑され罪を犯して、エデンの園を追放されてしまいました。でも、
神様がなさりたかったのは、悪霊を追い出す事でした。原罪を持っ
た私達が誘惑された悪魔の声に打ち勝てる様に、イエスキリスト
を信じて従おうとする者に悪霊を追い出す権威を与えられました。
本来の自分とは違う生き方を選ぼうとしてしまう誘惑の言葉を追
放する事が出来る権威が与えられているのです。この権威を信じ
て使ってきているでしょうか。

　デドモ（ギリシャ語）も、トマス（ヘブル語）も、どちらも、別々
だが一つである双子という意味です。トマスの名前の意味は出エ
ジプト記26章の幕屋の作り方にある、底部では別々な二枚の板が、
上部では一つの環で「一つに合わさるようになる」箇所からきて
います。ヘブル語のヘット (�)＝８番目も同じ意味があります。ト
マスはイエス様が復活された時に他の弟子と共にいなかった為、
「私は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、ま
た私の手をそのわきに差し入れてみなければ、決して信じません」
と言ったので、失敗者、不信のトマスと言われてしまいました。
しかし、病んでいるラザロのいるユダヤにイエス様が戻ろうとし
た時、イエス様を石打ちにしようとして出て来たユダヤに再び行
くのは辞めましょうと他の弟子が言う中で、トマス 1 人だけ、「私
たちも行って、主と一緒に死のうではないか」と言うような情熱
のある、イエス様の事が大好きな弟子でした。実は、聖書には正
典６６巻の他に歴史的背景の描かれた外典があり、その中にトマ
ス行伝があります。トマスはイエス様にインドに宣教に行くよう
にいわれますが、行きたくないと拒否します。でもインドに大工
の弟子として行く事になりました。インドで、王宮建設の役割を
王から命じられ、大金を任せられましたが、トマスはそのお金を
恵まれない人に施して、王の命令通り王宮を建設しなかったので、
牢屋に入れられてしまいます。それは、この地上に王宮を建てる
より、天に王宮を建てる事の方がすぐれていると思ったからでし
た。その事を、王は、病気で天に行って生き返った自分の弟から
聞く事になります。結果、王は、トマスを通して神を信じて救わ
れたのです。トマスはいつも、最初は信じられず、従う事が出来
ない弱さがありますが、最後は正しい一つの事を選ぶ事の出来る
弟子でした。トマスの人生から人の悪意が神の摂理になる事がわ
かります。

　ラザロの復活の事で多くの人がイエスに従っていく事に腹をた
てたパリサイ人がイエスを恐れて会議をしていると、大祭司が「民
族の為に１人の人が死ぬという事を頭に入れておきなさい。」言い
ます。その後イエスをどうやって殺そうかとパリサイ人達は話し
合いを初めて行きます。大祭司は、神の計画の中でこの発言をし
たのであり、神の摂理によるとマタイは記録しています。トマスが
嫌々でも信じて従う事が、神の摂理のきっかけとなったのです。ト
マスは、パリサイ人という真っ向から反対する反発者を神の計画に
合わせていく事を成し遂げていったのです。トマスのアトリー
ビュートは剣です。彼は自分のしたい事をしたわけではありません。
最後はインドの兵士３人に同時に槍で刺されて殉教しましたが、や
はり、彼の決断によって、インドの王が洗礼を受けるという神の摂

マルコ3:13~19

僕は最近、牧先生に勧められて自炊生活をしてい
ます。
最初はいちいち作るのが面倒でしたが、今は新し
いレシピに挑戦するのが楽しいです。それは、今
思えば神様が自分を新しい体験や挑戦を好むよう
に造られたからだと思います。今まで自分は、日々
のせわしさの中で、本当の自分を忘れていたよう
に思います。そんな、自分の良さを再認識できた
のはとても良い機会だと思います。そんな、自分
の本当の良さを日々噛みしめながら生きていきた
いと思います。

イザヤ43：19
『見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが
起ころうとしている。あなたがたは、それを知ら
ないのか。確かに、わたしは荒野に道を、荒地に
川を設ける』

藤原柑奈

牧 一穂先生

日名良太 三村洋子 秋山周平
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早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

唯一無二の存在

尾身茂　医師（政府・新型コロナウイルス感染
症対策分科会 会長）

神に聞き、自分と闘う

デドモと呼ばれるトマス

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   高橋未衣
16 日   池田優香
             西嵜 陸
             

26 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

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

西嵜孝之

堀川敬泰

藤井サト

佐々木結心郎

渡辺和香子

  原田安祐美

牧 征實 

日名幹夫 牧尉太

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝
「招かれざる者の食卓」

二つの相反するものを一つにする

私たちはクリスチャンです。問題が山積みであることは皆同じ、
その機会をどう用いるか
は自分の問題なのです。その問題の中で自分の問題を見るの
か？それとも被害者になり人のせいにするのか？私達は選ぶ
ことができます。また「２つのものを一つにする」とは、世
の中の問題や人の為だけではありません。自分を赦せない人
がいるなら、愛せない自分がいるなら、まず自分が愛されて
いることを受け取りましょう。イエスキリストの命がけの十
字架は、ただあなたが赦され愛されていることを受け取るた
めだからです。ですから、まず自分を愛し、自分を愛する様
に隣人を愛して行きましょう。トマスは指を差し入れるまで
信じないと言いましたが、そこにイエス様は現れて、トマス
は「私の主。私の神」とイエス様に告白しました。そして、「見
ないで信じる者は幸いです」と言われ赦されました。そして
トマスは、民族と民族を繋ぐ者、失敗と神様を繋ぐ者となり
ました。「人の悪意」と「神の摂理」を一つにしたのです。私
達にもこの役割があります。何も出来ない。自分には価値が
ないと思ってきた偽りの切手を燃やし、逃げずに信じて向き
合う勇気を神様から頂きましょう。神様はあなたに特別に与
えた特別な名前を今日も呼ばれています。

：

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~

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~

ナイトdeライト
㏌西大寺

KiKi さんゴスペル

キッズブレッシング


