
主　日　礼　拝主　日　礼　拝
礼拝開始（10時30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。

来週の奉仕者
（７月３０日）

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
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　６月は私にとって、試練の日々でした。交通事
故から始まり、娘の頑張っていた剣道も後１歩の
ところで花が咲かず、仕事の面でも問題が起き、
次へと次へと難しい問題が私に降りかかってきま
した。どんなことが起きても悲しさはなく、またか、
とかいつまで悪いことが続くんだろうという、諦
めに似た気持ちで、ため息をつきながら、自力で
解決する日々。
ある日、祈祷会で自分の拠り所となる聖句とその
理由を考え、分かち合いました。

恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろ
ぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあな
たを強め、あなたを助け、わたしの義の右の手で、
あなたを守る。イザヤ 41

苦しく暗い道を一人で進まなくてはならないかと
思うと、不安と恐れで倒れてしまいそうでした。
ところが、そんな私を捜し歩き、名を呼び続けて
おられた方がいたことに気づきました。「天の父な
る神様」と。そのことにやっと気付けた時、感謝
の気持ちでいっぱいになりました。
今もまだ、さまざまなものと闘っている私ですが、
したらいけないことはしないようにし、祈りで解
決できる自分になりたいです。

 詩 46～ 52　　　水49金51

※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。

通読のツボ

日 月 火 水 木 金 土
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月は私にとって、試練の日々でした。交通事
ら始まり、娘の頑張っていた剣道も後１歩の
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「弱さを認める」
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（７月１６日）（要約者：富岡　牧）

スモールファミリー

聖書の学び

聖書の学び
誕生者のお祝い 野外活動

魚のつかみどり

分かち合いと
祈りの時 19 時半～

特別集会
福澤師 19:30 ～

ゴスペル特別WS

今回も通読箇所の概要を説明いたします。46 篇の「ア
ラモテに合わせて」は「おとめたちに合せて」という
意味であるが、神殿の合唱隊であれば、ボーイソプラ
ノであったとも考えられています。主題としては、神
が共におられることこそ平和と安全の保障であり確信
であるということです。詩篇 47 篇は 46：10 の拡大・
展開であり、次の詩篇へと続くものと言えます。48
篇は神の都シオンの救いの喜びが主題となっていま
す。49 篇は死に注意を向けさせています。死はすべ
ての人に臨むがすべてのことの終りではないこと教え
ています。永遠なる神との交わりが死の不安に打ち勝
たせます。神を信じ神に望みを置く者こそ人生の勝利
者となります。50 篇の「アサフ」は 73 - 83 篇の表題
にも出て来ます。ダビデ時代の音楽家として有名です。
51 篇は 7 つの悔い改めの詩篇（6、32、38、51、
102、130、143）の 4 番目。ダビデの生涯における
最大の罪を悔いて赦しを求めています。52 篇の表題
の事件はⅠサム 21-22 章に記されています。「ドエグ」
はサウル王の家来で「サウルの牧者たちの中のつわも
のであった」（Ⅰサム 21：7）。ダビデが祭司アヒメレ
クのところに赴き神の御旨を伺った時、アヒメレクは
聖別されたパンとゴリヤテの剣をもってダビデを励ま
し、神の守りを確信させた。実に祭司アヒメレクは真
の勇者であった。しかしドエグは神を恐れない「つわ
もの」であることが対比されています。

牧　一穂　牧師
行司佳世　伝道師

平澤一浩
佐々木亜弥
富岡　牧

　４日　三好靖則
　５日　泉水一護
　６日　村部直飛
１２日　富岡凱千
１５日　金光　梢

１７日　岡本享子
１８日　楢村明子
２１日　平山幸代
２５日　曽我佐知子
　　　　眞砂香和

２９日　西﨑栄美
７月の誕生者

メッセージ：
司　    　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

15

22
ぼやき会15：0000 ~

ぼやき会15：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~早天祈祷会6：0000 ~ ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：3033 ~

県北祈祷会
in　あぐり

20：0000 ~
早天祈祷会6：0000 ~

聖餐礼拝
吉備中央町礼拝

特別礼拝
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ16：3033 ~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

金光　梢

岡本享子 楢村明子

富岡凱千

平山幸代平山幸代楢村明子岡本享子

聖書の学び

ゴスペル特別WS

淺野　恵子

キッズキャンプ in 長野

草加神召教会開拓
25周年記念礼拝

4DK イングリッシュキャンプ in 京都

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。
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幸　恵ﾌｧﾐﾘｰ

日　名ﾌｧﾐﾘｰ
　クローチェさんの準備

　日　名ﾌｧﾐﾘｰ

　日本の種まきは丁寧に作業をしていきます。撒く場所も
定まっています。聖書に書かれているイスラエルの種まき
は、種をばら撒きます。なので、同じ畑内の、道端になっ
ている処に落ちたり、岩に落ちたり、茨が生えている上に
落ちたりします。この箇所を読むときに、日本の農業と、
イスラエルの農業の違いを頭に浮かべながこの箇所を学ん
でいきましょう。イエス様は、群集には例え話の意味は言
われませんでしたが、弟子達には意味を説明されました。
私達は、聖書を通して例え話の意味を知ることができます。
このことから、聞く私達は、意味を知らされない群集では
なくもうすでにイエス様の弟子であるのです。
　　　□道端に落ちた種
　　　人に踏みつけられ鳥に食べられる
種とは．．．神様の言葉
地とは．．．私達の心
神様が私達にどんなに祝福のメッセージを与えても、約束
や夢やビジョンや救いの知らせを与えたとしても、私達が
いかにして聞くかによって、大きく変わってきます。ここ
でいう道端とは、畑内で人が通り、踏み固められていると
ころをさしています。畑であるのにあたかも道端であるか
のようになっているところです。自分の考えと同じであれ
ばアーメン（その通りです！）と言えるが、考えと違うこ
とは、だけど．．．、しかし．．．と言う事はありませんか？ま
さにそのような心の状態が道端であり、自分の内側に固まっ
てしまっているものがあり、自分の考えている事以外は受
け取れない、その心の状態がここでは道端に例えられてい
ます。　
　　　□岩の上に落ちた種
　　　イエス様を信じて喜びが与えられた、
　　　というだけで満足
　御言葉を聞き、ハレルヤ！！アーメン！！で終わってし
まい、そこから先の行動がなかなかできず、そうこうして
いるうちに忘れてしまうそのような状態を指します。種は
撒かれるが、根が張らず、成長も、収穫も出来ない状態です。
　　　□茨の中に落ちた種
　　　この世の心づかいや富や、快楽　
　　　＝（執着）によってふさがれる
　あなたは執着しているものがありますか？
執着しているものによって心が支配されていませんか？そ
れとも神様の御言葉によって心が支配されているでしょう
か？神様から、今せよ、と言われているときに執着によっ
て心がふさがれていると、実行することをとどめてしまい
ます。種から根が生え成長しても、途中でふさがれてしまい、
実が熟すのを見ることができません。失敗への恐れや、思
い煩いもそのたぐいです。あなたの執着は何でしょうか？
ルカ 8:4~18 を通して、私達が今しなければならない事は、
道端・岩・茨の中のどのタイプが自分に当てはまっている
のかを見ていくのではなく、この全てのことが、ひとつの
畑（自分自身の心）の中で起こっていることと捉えて受け
取っていくことが大切です。私達の心は神様が造ってくだ
さった良い地である事が前提なのです。ただそのなかにあ
る、道端のところ、岩があるところ、茨が生えているとこ
ろを整えていくことを語られています。
正しい良い心で御言葉を聞くときに、御言葉の種をしっか
りと守ることができ、成長の段階を耐えることができます。
すべての例えがあなたに語られているのです。
　　　聞き方に注意する為に
　　　①パターンを変える

　あなたの不のスパイラルのパターンは何ですか？
イライラするパターン、喧嘩のパターン、いっぱいいっぱ
いになった時に発してしまう一言、そこから芋づる式に出
てきてしまう言葉、慌しくなるパターン．．．何があるでしょ
うか？不のパターンを変える事はとても大切です。「ですか
ら、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。
かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、
今はそのような知り方はしません。だれでもキリストのう
ちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いもの
は過ぎ去って、見よすべてが新しくなりました。」第Ⅱコリ
ント 5:16，17
　自分自身の事を人間的な標準ではみませんと告白して、
何かパターンを変えていくことが必要です。なぜなら不の
パターンを変えることは、悪魔が一番嫌がる事だからです。
不の循環が変わってしまうからです。勝利していきましょ
う。　
　　　②ひとつ実行する
　パターンを変えるのはひとつで良いのです。日常のシー
ンのひとつ。簡単なひとつです。例えば、まず怒らない、
一言出そうになったときには、それをプラスに変えてみる
など、簡単なひとつで良いのです。「もし肉に従って生きる
なら、あなたがたは死ぬのです。しかし、もし御霊によって、
からだの行いを殺すなら、あなたがたは生きるのです。」ロー
マ 8:13
自分にとってマイナスをよぶもの、その行いをまずは何か
ひとつ、パターンを変えることを実行していきましょう。
神様と共に実行していくなら、神様は必ず全てのことを益
としてくださり、私達が必要なものは備えてくださるので
す。ローマ 8:28　パターンを変える＝握っていることを手
放す、という事は、神様に捧げるという事で、捧げたもの
に神様は必ず祝福を与えて下さいます。
　　　③混ぜ物をしない　箴言30:5、6
　
　神様は純粋でシンプルなお方です。御言葉を難しくして
しまっているのは自分の心なのです。シンプルな神様に寄
り頼むとき御言葉が必要です。それを自分の尺度で変えて
はいけません。「自分を愛するように、他人を愛せ」と言わ
れるときに、他人は愛せるけれど、自分は愛せない．．．。と
いうのは、これは御言葉とは相反します。
　　　　恵みの雨
　アカタマ砂漠
南米のチリにある砂漠です。かつて一面に広がる生き物も
生息できない砂ばかりの荒れた地でした。ある日、そこに
７年分の雨が 1 日で降りました。そうすると、その荒れた
地に一面の花が咲きました。一面の花畑になりました。ど
うしてそのような事がおこったのでしょう？それは、この
荒れた地の砂の中に沢山の種があったからです。たくさん
の種類の花が咲き、その中の花には何億年前もの種から出
た花もありました。また、この地にしか咲くことがない固
有主の花も沢山ありました。やがてその花をみに、癒しを
うけに人々が来るようになりました。また蜜を求めてちょ
うちょうや生き物が生息するようになりました。私達の心
に飢え渇きがあるでしょうか？自分ではもうどうすること
もできない荒れた地があるでしょうか？神様はそんな地を
決して責めてはいないのです。ただ教えて下さっているの
です。あなたの中のたくさんの種のことを。あなたにしか
咲かすことの出来ない種があることを。神様にせつにもと
めるときに、私達が問題を手放すときに、神様は私達の心
に雨を降らせて下さいます。私達が踏み固めてしまってい
る地を柔らかくし、岩を取り除き、茨を押し流してくださ
います。神様の恵みの雨によって、花畑となるのです。今
度は私達が与えるものとなる事ができるのです。

「種を撒く人」
～聞き方に注意する～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカ8：4～18


