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主日礼拝
（Home Page）https://kgracech.org/
《Praise Time》10：40～

リード：－－姉、奏楽：－－兄、ドラム：－－兄

主はあなたを守る方、主は良いお方、約束の日、いつも喜んでいよう

《主日礼拝》 11：00～
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《今週のみことば》
「お話しください。しもべは聞いております」
（Ⅰサムエル3：10）

《今週のスケジュール》
10:00～11:30

13:00～15:00
14:00～16:00

祈祷会（日高）

20:00～21:30 祈祷会（会堂/Zoom）
12:00～ 教会学校教師会

13:00～

10:00～教会学校 10:40～PraiseTime 1100～主日礼拝（会堂/Zoom/LINE

《祈

高知神父牧師会（潮江教会）
T&M講師会
19:30～ T&M Level1 セミナー

ウエスレアンホーリネス教団コーチング

祷

課

19:30～ T&M One Pointセミナー

題》

次週礼拝で開かれる次週のみことば
○聖書箇所…Ⅰサムエル13：1～15、15章
「従わなかったサウル」
次週の賛美
みんな賛美､R141十字架のほかに､R96わが神わが主よ､主の足もとに
新聖歌24、新聖歌316、新聖歌390

10/ 3
10/10
10/17
10/24
10/31 運営委員会
11/ 7

《2021年標語》

①
②
③
④

あらゆる人のための教会
主の臨在を仰ぐ教会
礼拝を捧げる教会
祈る教会

主に従う弟子として

① 深みに漕ぎ出して（信仰の前進）
② 網を下ろす
（信仰の実践）
③ すべてを捨てて （従順な信仰）

《十年ビジョンみことば》2020～2030
「深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を捕りなさい」
（ルカ5：4）

報

《ビジョン》
宣教の拡大

① 未伝地伝道の拡大（すべての町村に）
② 家の教会の拡大
③ 国内外への宣教の拡大

告

◇新型コロナ感染予防のために、引き続き細心の注意を払いながらの生活をお願いい

◇

集会での座席は、前後重ならないようにお座りいただき、できる限り距離をお取りい

◇

けます。咳や熱がある場合は、自粛をよろしくお願いいたします。礼拝後は立ち話等

◇MFMのスティーブン・モース牧師とアイザック兄から、ジョージア州アトラン

◇

は教会からのビデオメッセージを送って下さる予定です。

たします。教会での集会はこれまでと同様に手洗、消毒、マスク着用をお願いします。
ただきますようお願いいたします。また、密を避けるためにもロフトもご利用いただ

《１０月のみことば》
「あなたがたは選ばれた種族、王である祭司、
聖なる国民、神のものとされた民です。
それは、あなたがたを闇の中から、
ご自分の驚くべき光の中に
召してくださった方の栄誉を、
あなたがたが告げ知らせるためです。」
（Ⅰペテロ２：9）

着席/一同

《十年ビジョン目標》

も手短に距離を置いていただきますようにお願いいたします。

タ近くの新しい教会の牧師として就任されたとの連絡がありました。クリスマスに

しもべ聞きます
礼拝説教

◎聖書箇所…Ⅰサムエル３：１～１０

本日はイスラエルの歴史の中でも指導者を欠き、周辺の諸民族との争いが絶えない士師（さばきづかさ）の時代から、新しい時代が始まろうとしている時に立てられた預言者サ
ムエルについてお開きいたします。サムエルは、祭司でもあり、最後の士師でもあります。彼は王なきイスラエルに初代の王としてサウルが立てられるために用いられた預言者で
す。
ら、
「
『主よ、お話しください。しもべは聞いております』と言いなさい」
（9）と教え
1．暗やみの時代
ました。サムエルが寝たあと、主が来られ「サムエル、サムエル」と呼ばれました。サ
3章は、神が沈黙されたイスラエルの暗やみの時代から始まります。
「そのころ、主
ムエルは「お話しください。しもべは聞いております」
（10）と申し上げました。
のことばはまれにしかなく、幻も示されなかった」
（1）とあります。「そのころ、イ
主が語られたその内容は、エリの家についてのさばきでした。自分の息子たちが、
スラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた」
（士師
自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら、彼らを戒めなかった罪のため
記21：25）時代です。みんなが、自分の良いと思うことを基準に行動していた、自分
でした。このところで重要なのは、サムエルの態度です。サムエルの仕事は祭壇の火が
勝手な態度をとっていた、そんな霊的な暗やみ時代でした。
消えないように管理することでした。また、
「はい、ここにおります」といつでも、準
そのような時代に生まれたのがサムエルでした。サムエルは、エフライムの山地に住
備をしていました。
むエルカナの子として生まれました。
「エルカナには二人の妻がいた」
（Ⅰサムエル1：
幼子が、ただひとり老祭司エリの前にいて、主に仕えるのは、決して容易なことで
2）と記されています。おそらく、ハンナが不妊のために、もう一人の妻ペニンナを迎
はありません。夜中に3度も呼び起こされて、すぐにエリのもとに駆けつけるとは、な
えたのではないかと思います。ヤコブのときもそうでしたが、妻が複数いると、必ず
んとかいがいしい態度でしょう。
争いが起こるものです。子どもがいたペニンナが、子どものいないハンナをいじめて
サムエルの「お話しください。しもべは聞いております」
（10）は、私たちの学ぶべ
いました。そのため、ハンナは涙に明け暮れ、ついには、主の宮に行きました。そこ
き態度ではないでしょうか。私たちの祈りは、とかく「しもべは話します。主よ、お
には、祭司エリが主の宮で仕えていました。
聞きください」になりがちです。こちらが願い事をならべて語ります。いよいよ、主
ハンナは、はげしく泣きながら、主の前に祈りました。
がお語りくださろうとするとき、もう、そこにはいません。
「万軍の主よ。もし、あなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この
ユダヤ人の受け継がれている教育はまさに「聞きなさい」ということです。
「賢い人
はしためを忘れず、男の子を下さるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。
は質問をして、愚かな人は自分のしたい話しばかりする」とも言われます。
そしてその子の頭にかみそりを当てません」
（1：11）
「成功したいなら、自分の話をする２倍人の話を聞け」と子供の頃から教えられるの
これをナジル人の請願というのですが、サムソンの時と同じです。ヘブル語のナジー
です。サムエルのこのような姿勢は、ハンナの下で培われたものであるに違いありま
ルは、
「聖別された者」を意味し、ぶどう酒などぶどうの木の産物を口にすることを禁
せん。
止され、髪の毛を切らず、死者に近づくことはありませんでした。
それはまたしもべとしての教育でした。今朝の教会学校は、弟子たちの中から12使
ハンナは、子どもが生まれたなら、神さまのご用のためにささげます、という祈り
徒が選ばれた内容でした。
「弟子」と「使徒」は普段あまり気にせずに使われていた事
を捧げていました。
です。しかし、
「弟子」は師に学ぶ生徒を意味し、
「使徒」は更に踏み込んで、主に仕
その祈る姿を見ていた祭司エリは、彼女が酒に酔っているのではと誤解しました。
え、主の言葉を伝えるメッセンジャーであるのです。
「使徒」は聞くだけでなく、従う
当時は、シロという場所に主の宮があり、その中に神の箱が安置されていました。主
者、大使でありしもべであったのです。
の宮を守っていた祭司エリは、高齢に達し、目がかすんできて、見えなくなっていまし
サムエルのように、
「お話しください。しもべは聞いております」という、祈りの態
た。しかし、それは肉体的にだけではなく、暗やみの時代の中で、自らの目も弱って、
度は、私たちも見習うべき信仰の姿勢です。サムエルがどうして、そうなのかと言う
「主のことばはまれにしかなく、幻も示されなかった」
（3：1）のです。
と、お母さんのハンナがそうだったからです。ハンナは子どもが与えられる前、心を
祭司エリには二人の息子がいました。この二人の息子たちは素行が悪く、その噂は
注いで祈りました。おそらく、お腹の中にサムエルがいたときも祈ったのではないか
イスラエル中に知れ渡っていました。ある意味でエリの子育ては失敗でした。そのよ
と思います。胎教と言うのがあるようですが、祈りほどすばらしい胎教はないと思い
うな祭司エリの元に、サムエルは預けられる事になりました。大丈夫なのでしょうか。
ます。また、短い時間でしたが、乳離れするまで一生懸命祈りました。
「この子を主
サムエルは乳離れするまで、エルカナとハンナの元に留まりました。ハンナは要衝
におゆだねいたします。この子は一生涯、主にゆだねられたものです」
（1：28）
のその時期に神さまに聞き従う教育をサムエルにほどこしたに違いありません。イス
と祈りました。だからこそ、サムエルの中に、祈りの大切さが染み込んでいたと思わ
ラエルでは乳離れが日本よりも遅く、5，6歳ぐらいであると聞いたことがあります。
れます。
そうするならば、さらにしっかりとした子育てがなされた可能性があります。ハンナ
晩年のサムエルが、心頑ななイスラエルにこう言っています。
は幼子サムエルに対して、乳に祈りを混ぜて与えるように育てたのかも知れません。
「私もまた、あなたがたのために祈るのをやめ、主の前に罪ある者となることなど、
一見、そのまま信仰の篤い両親の下で育てられた方がサムエルには良かった様に思
とてもできない」
（Ⅰサムエル12：23）
えますが、たとえ神の宮が霊的低迷して、祭司エリが高齢で目はかすんで霊的にも低
サムエルは、祈らないことは、主に罪を犯すことだと言っています。祈りは神さま
迷する状態であったとしても、サムエルは神さまに献げられた子供として、神さまに仕
の御手を動かします。祈りは私たちの心を変えます。また、祈りは世界を変え、状況
える者となる必要がありました。いろいろな心配はありましたが、育てて下さるのは
まで変えます。でも、忘れてはならかいことがあります。それは、
「お話しください。
神さまなのです。
しもべは聞いております」と神さまの御前にへりくだり、神さまに神さまに語ってい
「わたしは植え、アポロは水をそそいだ。しかし成長させて下さるのは、神である」
ただく時間が必要です。心を静かにして、主の御声に耳を傾けることです。主はいつ
（Ⅰコリント3：6）
。
でも、私たちに語ってくださいます。
２．しもべ聞きます
サムエルは生涯、祈りの人でした。イスラエルの民と神さまの間に立って、とりなし
幼いサムエルは主の宮に住み込みで、奉仕していました。彼の一番の務めは祭壇の
の役割を果たし続けました。とりなしの祈りとは何でしょうか？ 私たちは自分のため
火を消さないことです。レビ記にも書いてありますが、一晩中朝まで、祭壇の火を燃
には祈ります。しかし、他の人ためにはどうでしょうか？もちろん、祈りには順番が
え続けさせなければなりませんでした。暗い時代にあって、神のともしびは、まだ消
あります。神さまと親しい交わりをなし、そして、神さまに向かって祈ります。なぜ
えていなかったのです。
なら、この礼拝の冒頭に朗読された招詞にもありましたように、私たちは主にあって、
ある晩、主からお声がありましたが、サムエルはエリが呼んでいるのだと思いまし
全員、神の祭司だからです。私たちも聞いて従う者とさせていただきましょう。
た。しかし、エリは「呼んでいない。帰って、寝なさい」
（5）と言いました。二度目
も主からお声がありましたが、エリは、私は呼ばないと言いました。主が三度目にサ
ムエルを呼ばれたとき、エリは、それは主であると悟りました。エリは今度呼ばれた

祈祷会のテキスト

しもべになりさない

《2021年のみことば》
「祈りの家と呼ばれる教会」
「わたしの家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれる」
（マルコ11：17）

《2021年目標》
① 教会学校の充実（次世代育成）
② 訓練と増殖（T&M）
③ スモールグループ（祈りの交わり）
④ 地域と家庭からの宣教（伝道）

◎聖書箇所…マタイ20：20～28（27）
●テーマ…主の側にいる弟子たち
使徒として召されたヨハネについての記述が続きます。主が彼らに求めておられた使徒としてあるべき信仰姿勢はどのような姿なのでしょうか。
①ゼベダイの息子たちとはだれの事でしたか。
⑤彼らがイエスさまの右と左に座ることは誰がお決めになる事でしょうか（23）
。
②このお母さんはイエスさまに何を願いましたか（21）
。あなたは自分の子供にに何
⑥他の弟子たちは、イエスさまとゼベダイの子たちと母親との話しのやり取りを聞き
を願っていますか。
ながら、立腹しました。どうしてでしょうか（24）
。
⑦弟子団の小さな集まりでも、この世の中と変わらない権力に対する思いがありまし
③その求めに対してイエスさまは「あなたがたは…何を求めているのか分かっていま
た。私たちの身の周りでも同じような事はありませんか（25）
。
せん」
（22）と仰いました。あなたはイエスさまに的外れな願いをしていることはあ
りませんか。
⑧イエスさまはそのような弟子たちにどのように教えられましたか（26～27）
。
④イエスさまが言われた「わたしが飲もうとしている杯」
（22）とは何の事でしょう
⑨イエスさまは、仕えられるためではなく、仕えめため、贖いの代価としてご自分の
か。彼らは飲むことが「できます」
（22）と答えてました。彼らはイエスさまが飲ま
命を与えるために来られました。
「同じようにしなさい」
（28）とお勧めなさいました。
れる「杯を飲むことに」
（23）なってしまいました。あなたはその杯を飲みたいと思い
私たちはどうすべきなのでしょうか。
ますか（マタイ10：38）
。

