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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
（８月６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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　本を読むのが好きで色々な本を読みます
が自己啓発本は昔よく読んでいました。
読んだ時はよし！やるぞ。という気持ちに
なり高ぶるのですが、読んだだけで行なわ
なければやった気になり、知識だけで終
わってしまい何も意味がないと思わされま
した。
　真理が書かれている聖書を読むといつも
凄いなと思わされます。聖書も同じで日々
みことばを与えられていますが、祈り、み
ことばを行なわなければ意味がないと思い
ます。
　神様から語られ、与えられているみこと
ばをしっかりと受けて忠実に聞き従い、み
ことばを行う者になりたいです。

「また、みことばを実行する人になりなさ
い。自分を欺いて、ただ聞くだけの者であっ
てはいけません。（ヤコブ 1 章 22 節）」

 詩 53～ 59　　　水56金58

※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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本を読むのが好きで色々な本を読みま
自己啓発本は昔よく読んでいました。
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「みことばを行う」

司 　 　 会

代 表 祈 祷
献 　 　 金

準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）

：
：
：

聖 日 準 備
食 事
日 曜 片 付

ぼやき会15：00~
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（７月２３日）

（要約者：西嵜　真由美）

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。53 篇の「マ
ハラテ」は、ここと 88 篇の表題に出て来るのみで、
意味は不明。「病気」「なだめる」「ダンス」等の意味
が推測されるが、楽器名か曲名と思われています。　
54 篇は神の「御名」による救いが主題となっています。
神の御名は神ご自身を表し、救いと勝利を求める者が
具体的に呼びかけることの出来る名です。55 篇は、
親しい者に裏切られた信仰者が嘆き・失望・孤独の中
で重荷を神にゆだねて平安と確信を保ち続ける姿を表
現しています。56 篇の表題の「遠くの人の、もの言
わぬ鳩」について、70 人訳は「聖所から遠く離され
た人々のため」と意訳し、タルグムは「もの言わぬ鳩
のように、故郷から遠く離されたイスラエル人」を意
味すると説明しています。非常な恐れの中でダビデは、
神の約束の言葉を信頼して恐れを克服しようとしてい
ます。57 篇の「滅ぼすな」という表題は 58、59、
75 篇にもあります。状況はⅠサム 22：1 か 24：3 が
考えられています。58 篇は不正なさばき人に対する
告発で、公正なさばきの大切さを示しています。神は
地上の不正を見過されないことを覚えて、地上での正
義と公正を求め続けなければならないのです。59 篇
は危険と困難の中での信仰の歌となっています。特に、
卑怯な敵の姿を夜中にうろつく犬と表現している。そ
のような犬には十分注意しなければなりません。
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　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
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富岡　美千男

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。

行　司ﾌｧﾐﾘｰ

日　名ﾌｧﾐﾘｰ

唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　変化を嫌う私たち人間には戻ろうとする力が
働きます。するべき事ができず、してはいけな
い事をしてしまいます。その力は半端ではあり
ません。聖書に記されている出エジプトで、ヘ
ブライ人がモーセに率いられて、エジプト新王
国の支配から逃れて脱出した時、その後、彼ら
は４０年もの間さまよい続けました。解放され
願った事が叶ったにも関わらず言った言葉は「前
の方がましだった。」でした。昔の方が良かった。
奴隷の方が幸せだったと嘆いたのです。

　　　モーセとファラオ

　エジプトの王ファラオが当時奴隷となってい
たイスラエル人が増えるのを好まず３歳までの
子どもをすべて殺すように命じました。モーセ
の母親は、赤ん坊のモーセを救おうと彼を葦で
編んだ籠に入れ川に流したのです。ちょうど川
に遊びに来ていたファラオの娘がモーセを見つ
け救いました。そして彼は王家の養子として育
ちました。その後王子となったモーセは自らの
ルーツを知り、また同胞が苦しんでいる事を知
ります。ある時に同胞を苦しめていた自分の部
下であるエジプトの兵士を事故によって殺めて
しまいます。彼は国から逃げて荒野で８０年生
活することになります。燃える芝の前で自分の
弱さや愚かさをさらけ出して神の前に出て祈っ
た時にイスラエル人をエジプトから導き出す使
命を受けたモーセは自らに自信はありませんで
したがエジプトへと戻っていきます。モーセは
エジプトの王ファラオにイスラエル民族を解放
するように言いますがファラオは聞く耳を持ち
ませんでした。そこで神は十の災いを次々とエ
ジプトに下しファラオを懲らしめました。エジ
プトに災いがもたらされるとファラオは災いを
止めるのと引き換えにイスラエル民族の解放を
モーセに約束します。しかしモーセたちが災い
をおさめるとファラオは心を頑なにして毎回の
ように約束は守られませんでした。そして最後
の災いにより我が子を失ったファラオは屈服し
イスラエル民族を解放することを認めました。
そして海の前に立ったモーセたちを　もう一度
追いかけたファラオでしたが二つに割れた海に
三百万人のしもべたちをのみ込まれ失ってしま
います。神様を見上げ進んで行ったモーセと、
一度は良い決意をしてもなぜ、どうして、と理
不尽なことに疑問を持ち何度も元に戻ってしま
うファラオ。私たちはしてはいけない事、本来
はこうあるべきだとわかってはいるのに目の前
の現状が自らの人生に大きな問題だと思うと出
来なくなってしまいます。それ故にファラオは
たくさんの物を失い最後には我が子まで失うの
です。そこまでいかないと私たちはわからない
のです。戻ろうとする力は半端ではありません。
私たちにとっての荒野の時間は『忍耐』です。
それは亀のように「もうやだ！やらない！」と
殻におさまっているのではなく自分の心とたた
かって立ち上がり「もうやだ！でも行く！」と

いう姿です。

　　　二人の宇宙飛行士
　人類で初めて月面着陸をしたユーリイ・ガガー
リンはその時の感想をこう話しました。「空は非
常に暗く、地球は青みがかっていた。」そしてア
ポロ１５号飛行士ジム・アーウィンは確信して
語りました。「宇宙飛行までは、私の信仰は人並
み程度のものでした。それと同時に、神の存在
に人並み程度の疑念も持っていました。しかし
宇宙飛行によって、それらの懐疑は吹き飛びま
した。神がそこにいるということが如実に分か
るのです。こんな精神的な内的変化に私自身も
驚きました。」・・・「その臨場感は知的認識を媒
体するのではなく、直接的な実感でした。私が
そこにいて君がそこにいる。そんな感じでした。
神に何を祈っても、神は無言です。それが当然
であると私は考えていました。しかし、そのとき、
確かに神が声を出して答えてくれるわけではな
いのですが、まるで超能力者同士のコミュニケー
ションのように、神がそこに在るのが分かり、
パーソナルな関係の中で語り合ったのです。」・・・
「姿が見えないことの方がおかしくて、私は振り
返って神のすがたを探したほどでした。しかし
神は超自然的にあまねく偏在しているのです。」

　　　①目を閉じて！！（目に見えぬ神の啓示）
　私たちの目線はどこにあるでしょうか？間
違った方に向いているとしたら人生を無駄に
使っているかもしれません。私たちはあまりに
も見えるものに目を向け過ぎています。今がど
んなに幸せか、人生を正しく生きれているのか
を目を閉じて見なくてはいけません。見えない
ところに大切なメッセージが隠れています。

　　　②死に至るまで忠実！！
　　　（頑なになってはいけない！！）
　
　私たちの中には　いつも頑なさがあります。
「頑な」はとても危険です。これはどんな状況で
しょうか。

　　　　③我慢ではなく忍耐！！
　　　　（亀ではない！！）
　私たちは頑なではなく「素直」になることです。
我慢をやめ、比較をやめて信じて進むことが忍
耐です。最後に申します。あなたがたはみな、
心をひとつにし、同情し合い、兄弟愛を示し、
あわれみ深く、謙遜でありなさい。
「悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報
いず、かえって祝福を与えなさい。あなたがた
は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
（ペテロの手紙　第一 3：8～ 9）」

「新しい領域に！！」
～お願い！もどらないで！！あなたは奴隷ではない！！～　　ヘブル11：24～32


