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聖書朗読
ヨハネ 1:１～9
「わたしは，世の光です。わたしに従う者は，決してやみの中を歩むことがなく，
いのちの光を持つのです。
」
ヨハネ 8:12
科学の先生は，生徒たちが春先にはやる「物憂さ病」にかかっているのに気づき
ました。生徒たちの注意力を取り戻すために，先生は「光の定義はなんでしょうか？」
と，なぞなぞのような質問をしました。さらに，先生はつけ加えて言いました。
「男子
生徒と女子生徒では，どちらが答えられるでしょうね？ 答えられた方が，生来賢い
ということになります」
。
男子生徒と女子生徒たちの間で，活発な意見のやりとりがありましたが，両方の
誰も答えることができませんでした。
落胆しながら，女子生徒たちは自分たちの負けを認めました。しかし，男子生徒
の一人が，額にしわをよせて，苦しそうにため息をつきながら言いました。
「一分前に
答えがわかっていたのに，今，それを思い出すことができません」
。 先生は答えまし
た。
「あぁ，それはなんて残念！ 科学者たちでさえ，まだその答えを見つけてはいな
いのに。君はそれをみつけて，失ってしまったとは！」
ある一人の偉大な先生が，光の真の定義をくださっています。その方は私たちの
世界に来て，正しい生き方を示されました。その方のいのちと，その教えの光によっ
て，私たちは暗闇や迷信や欺きから導き出されました。その先生の名前はイエス様で
す。イエス様は，信じられる光です。イエス様は私たちが，落胆や無視や罪といった
暗闇を克服するのを助けてくださいます。
讃美歌
祈 り
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御茶の水キリストの教会

326
親愛なる主よ。私がイエス様と一緒に光の中を歩き，また，暗闇にとらわ
れている誰かの命を輝かせるために，私が役立つことができるように助け
てください。
イエス様の御名において。アーメン。
ウィリアム・Ｅ・(ビル)・ヤング
テキサス州 アビリン

1 月 15 日(火)

1 月 16 日（水）

魂のための天使の食物

主の栄光に囲まれて

聖書朗読
Ⅰ列王記 19:1～9
エリヤは彼女に言った。
「恐れてはいけません。行って，あなたが言ったようにしな
さい。しかし，まず，私のためにそれで小さなパン菓子を作り，私のところに持っ
て来なさい。それから後に，あなたとあなたの子どものために作りなさい。
Ⅰ列王記 17:13

聖書朗読
使徒 24:1～9
もしキリストの名のために非難を受けるなら，あなたがたは幸いです。なぜなら，
栄光の御霊，
すなわち神の御霊が，
あなたがたの上にとどまってくださるからです。
Ⅰペテロ 4:14

よく知られている「魂のためのチキンスープ」という本には，私たちの心を高め
てくれる実話が集められています。この楽しく覚えやすい題名は，チキンスープに入
っていると考えられている癒しの力から来ています。
エリヤは，神様の奇跡の力を干ばつによって示しました。しかし，王アハブとそ
の妻イゼベルは，エリヤを殺すつもりでした。それを知り，エリヤは逃げました。
エリヤは逃げ，疲れ果て，預言者として意気消沈したとき，天使に触れられまし
た。そしてパン菓子とつぼの水によって生き返ったのです。同じことが二回起こり，
そのたびにエリヤは強められました。
病人，喪中の人，飢えている人に食べ物を持っていくことは，人々に仕えるすば
らしい方法です。あなたを気づかう人が持ってきてくれた食物によって引き起こされ
る慰めは，
ほかにくらべるものがありません。
私たちが人間の生身の身体である以上，
私たちは食べ物という形によって滋養を得なければなりません。
調理したものでなくても？ 好きなレストランでのおいしいもてなしなら大丈夫。
誰か今日傷ついている人へ一皿の食べ物を持っていきなさい。そうすれば，あなた自
身の生活がいかに豊かなものとされ、祝福されることか。
讃美歌
祈 り

390
主よ。今日，私が気高い精神をもって，傷ついている誰かの心に滋養をも
たらすことができますように。
イエス様の御名において。アーメン。
ラレンダリリス・ロバーツ
カリフォルニア州 サウザンドオークス

もし今までに，栄光の御霊，すなわち神の御霊がその上にとどまったことがある
としたら，それは使徒パウロの上にでしょう。彼は無実の罪で牢に囚われ，裁判にか
けられ，
迫害者たちの前に一人で立ち向かわなければなりませんでした。
パウロは人々
により見捨てられました。しかし，神様の栄光によって囲まれていました。
現実の世界では，誤った告発を受けたとしても，私たちは決してキリストのよう
にはいきません。そして，私たちがいわれのない侮蔑に謙虚に耐えているとき，キリ
ストの御霊は，いつもはっきりとした助け手として現れるわけではありません。世の
中は，私たちの信仰を裏切るかもしれませんが，それでも，私たちは神様が私たちを
祝福し，守り手となってくれるということを思いにいれなければなりません。
栄光の御霊は，不信仰な配偶者によって嘲笑されたクリスチャンの上にもとどま
ります。栄光の御霊は，仲間から間違って告発された弟子の上にもとどまります。栄
光の御霊は，自分の信仰に反目する職場にいる信者の上にもとどまります。もしあな
たがキリストの名のために非難を受けるなら，栄光の御霊，すなわち神の御霊はあな
たの上にとどまります。
讃美歌
祈 り

39
親愛なる主よ。私が侮蔑に耐えられるように力づけてください。そして私
の信仰があざ笑われる痛みから，私を守ってください。不幸のなかでも，
あなたの存在を悟ることができるように助けてください。
イエス様の御名において。アーメン。
アラン・C・H・アンダーウッド
ミシシッピ州 ヘルナンド

1 月 17 日（木）

1 月 18 日（金）

大いなる主をたたえよ

ほ ん の 小 さ な 事

聖書朗読
詩篇 135:3～15
ハレルヤ。主はまことにいつくしみ深い。主の御名にほめ歌を歌え。その御名はい
かにも麗しい。
・・・まことに，私は知る。主は大いなる方，私たちの主はすべての
神々にまさっておられる。
詩篇 135:3,5

聖書朗読
ローマ 12：3～8
それぞれが賜物を受けているのですから，
神のさまざまな恵みの良い管理者として，
その賜物を用いて，互いに仕え合いなさい。
Ⅰペテロ 4:10

私たちの生ける神が，無限の力と威光をもっているということは，なんと力づけ
られることでしょうか！ それに，神様は絶対なる善なのです。
神様は善なる方なので，その恵みは麗しいのです。神様は私たちがそれを受ける
に値する以上のものを無償でくださいます。私たちの器をあふれるほどに満たしてく
ださいます。神様は良き方なので，お約束くださったことをすべてしてくださるでし
ょう。神様は大いなる方なので，すべてのことに到達することができます。それゆえ，
私たちは確信をもって生きることができるのです。
イエス様は，神様がどんなにすばらしく良い方か，私たちが理解できるように助
けてくださいました。イエス様は，神様をお呼びするとき「私たちのお父様」と呼び
かけました。そう，私たちは神様へ話しかけることができるのです。つらいとき，疑
っているとき，心に痛みを感じるときでさえ，神様は私たちの味方です。その愛は確
かであり，私たちを支えてくれます。サタンが誘惑するとき，信仰がゆらぐとき，私
たちのお父様の愛の聖霊がそこにいらっしゃいます。神様は私たちを取り上げ，いの
ちの水でよみがえらせてくださいます。
神様は大いなる，すばらしい方です。私たちをとても愛していてくださいます。
私たちのお父様です。さぁ，今日，その手をつかんで離さないようにしましょう。お
父様がおっしゃることをしましょう。あなたはそれに頼ることができます。

私の人生はすべて，
才能のある人々によって取り囲まれていました。
子ども時代，
私は決して学校の学芸会で主要な役には選ばれませんでした。なぜなら，私はダンス
も歌もできなかったからです。
才能のあるクラスメートがそれらの役に選ばれました。
成長してからも，私の他人に対する劣等感は変わりませんでした。友達がその才
能を使って人々を感激させるのをみながら，私は何をやってもたいしたことはないと
感じていました。
しかし，ある日，一人の車椅子にのった若者が私のそれらの思いを変えました。
彼の両足は切断されていました。そして，私の姉が入居している養護ホームで暮らし
ていました。姉に会いに廊下を歩いているとき，私が車椅子の彼とすれ違いました。
そして彼がこういうのを聞いたのです。
「神様は目的があって、
私に車椅子をくださっ
た」
。
そのとき，わたしは知ったのです。私にも，神様が目的づけられた何かするべき
ことがあると。神様は私をペンと紙へと導かれました。現在，私は，寂しい人々へ励
ましのカードや簡単な手紙などを書いています。それは一日たりと送ることなく過ぎ
ることはありません。私が書くのは，たったの数語ですが，それぞれの方に喜びをも
たらすようにと努めています。そしてそれによって，私自身の精神も高められていま
す。
私たちはそれぞれ，
何か特別な能力を所有しています。
あなたの能力は何ですか？

讃美歌
祈 り

讃美歌
祈 り

534
愛と慈しみの聖なる神様。私たちがいつもあなたの強い御手をつかんでい
られますように。弱ったり、疲れたりしているときに，あなたのご威光が
注がれていることを感じることができますように。私たちを引き上げるこ
とがおできになるのはあなただけです。私たちの心に歌を，足どりに弾み
を。そして今日，喜びのなかに暮らせますように。あなたの愛を感じるこ
とができますように助けてください。
イエス様の御名において。アーメン。
ジョー・ハッカー
アルバマ州 ハンツビル

第二編
26
お父様。私たちが，それぞれの特別な能力を見つけることができますよう
に助けてください。あなたは，私たちの才能を，信仰を持って使うように
と与えられました。
イエス様の御名において。アーメン。
モード・コギン
アルバマ州 モントゴメリ

1月19日（土）

1 月 20 日(日)

救いはすべての人に

ま ず，今日を喜びなさい

聖書朗読
使徒 13：38～43
モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について，信じ
る者はみな，この方によって，解放されるのです。
使徒 13：39

聖書朗読
ヘブル １２：１～２
いつも主にあって喜びなさい。
・・・何も思い煩わないで，あらゆる場合に，
・・・
あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば，
・・・神の平安が，
あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。
ピリピ ４：４～７

キリストへの信仰による救いとは，キリストが神様の愛される御子であると信じ
ることであり，私たちが自分たちのためにできなかったことを，イエス様がしてくだ
さると信頼することなのです。この栄光のメッセージが説教されるときには，いつで
も，私たちは「なぜ待つの？」とたずねます。私たちはイエス様へ私たちの心を向け
て，告白します。そして，イエス様の死のなかにバプテスマを受け，聖霊によって歩
くために水の中から起き上がるのです。
イエス様はすべての人々，特に，イスラエルの人々に救いについての福音を聞い
てほしかったのです。イエス様はこのように嘆いておられます。
『わたしは，めんどり
がひなを翼の下に集めるように，あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それ
なのに，あなたがたはそれを好まなかった。見なさい。あなたがたの家は荒れ果てた
ままに残される。
』
（マタイ 23：37～39）
。
信仰によってキリストを見ないのなら，それは『盲目』ぬ（ヨハネ 12:40）なの
です。過ぎ越しの祭りの後の五旬祭から今日の世まで，キリストが説教するときはい
つも言っているように，その話を聞く者はすべて，光によって照らされるのです。も
し，人々がそれに従うなら，彼らにとって，また，イスラエルにとって唯一の希望を
見つけます。彼らはキリスト以外の平和や愛を選ぶこともできます。しかし，キリス
トによらない愛や平和は偽物です。偽物の平和は理解を否定し，偽者の愛は人間の心
を変化させます。
イエス様は新しい命をくださいます。もし，あなたがイエス様に従う人々の一人
だとしたら，その特権にふさわしい生き方をしなければなりません。その特権とは，
聖霊による確信，血によるきよめ，キリストの愛を私たちの生活のなかで行動によっ
て伝えることです。
讃美歌
祈 り

532
愛するお父様。今日私たちをあなたのもとに近づけてください。あなたの
愛の宝をキリスト・イエス様の内に知ることができるように助けてくださ
い。
イエス様の御名において。アーメン。
スタンレイ・E・セイヤース
オクラホマ州 ダンカン

一日が良い日だったかどうか決めるのに，あなたはどんな基準を使いますか？
その日の出来事によってですか？ それともその日どう感じたか，または，出来事に
対し，どのように行動したかによってですか？
詩篇ではこういっています。
『これは，主が設けられた日である。この日を楽しみ
喜ぼう。
』(詩篇 １１８：２４)。喜びとは，その日についてどうだったか発見したり，
価値づけしたりすることによって得られるのではないと気づかされます。
ヨセフが奴隷に売られたとき，彼にとって，その日は非常に悪い日だったに違い
ありません。しかし，彼はその日起こったことは神様のご計画の一部だったと考える
ようになりました。それは神様がヨセフを神様と彼の家族のために有用なしもべとし
て遣わされたと考えたのです。
ヨセフは兄弟たちに心底言うことができました。
『あな
たがたは，私に悪を計りましたが，神はそれを，良いことのための計らいとなさいま
した。
』(創世記 50:20)
私たちの聖書朗読はこう言っています。
「主は近くにおられる。
あなたは一人では
なく，境遇のなすがままになっているのではない。あなたが祈る方は全能である。主
はすべてあなたに良きことを図られている。だから，喜びなさい。私たちの父なる神
の平和のうちにすまうことが良き日なのである」
。
讃美歌
祈 り

268
親愛なるお父様。今日はあなたの日，そして，私に喜びを与えてくださる
日です。あなたが私の人生を支配しておられます。私がその支配をうけて
活動することができるように助けてください。
イエス様の御名において。アーメン。
スティーブン・スチュアート
ニューメキシコ州 グランツ

