
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
（４月２２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

岩崎祥誉

日名　洋
岡本享子
a酒井美津子
楢村明子
西嵜達也
澤口明子
秦泉寺朗子
唯恵伝道師
泉水　浩
藤原友規子
泉水京子
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　岡山に越してきて 3年が経ちました。こ
の 3年の中で沢山の神様の計画を感じる事
が出来ました。その中で、小学校の役員を
2年続けてやらさせて頂き、また同時に町
内の役員もやらさせて頂きました。越して
きたばかりでしたが、その中で沢山の方々
と親しくなり、なんと、ふるさとのイベン
トペットボトルツリーやキッズブレッシン
グ、さらにクリスマスマルクトなどにも役
員で知り合った方々が来てくれました。最
初は本当に嫌だった役員でしたが、そこに
は神様の愛と計画があったのだと思いまし
た。子供は中学校に入学しましたが、なん
と同学年には、この教会のＡ姉妹 ( 保護者 )
と一緒でとても心強く、神様の計画に期待
しています。
　私たちは神の作品であって、良い行いを
するためにキリストイエスにあって造られ
たのです。神は私たちが良い行いに歩むよ
うに、その良い行いをもあらかじめ備えて
くださったのです。エペソ 2:10

 エレ 44～50　水47金49

※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

TESTIMONY「 役員を終えて」
岡山に越してきて 3年が経ちました。
3年の中で沢山の神様の計画を感じる

「 役員を終えて」

司 　 　 会
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献 　 　 金

準 備 賛 美
ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ
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アッシャー

要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）
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聖 日 準 備
食 事
片 付 け

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

ぼやき会15：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

県北祈祷会
in　あぐり

20：00~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ19：30~

早天祈祷会6：00~

イースター
特別礼拝

イースター
召天者記念礼拝

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：00~

堀川正子

江原博子

佐々木徹心

澤口千春
行司佳世

名越信三

岩崎雅弘

村部香代子

大宮東子
金光文雄

三村美香

吉野夏子

李  雋英

2120
早天祈祷会6：0000 ~

吉野夏子

1918
早天祈祷会6：0000 ~

名越信三

17
ぼやき会15：0000 ~

1615

（ ２０１８年４月８日 ）

（要約者：岡本　英樹）

スモールファミリー

聖書の学び

誕生者のお祝い

天野師
特別祈祷会

リバゴス　エブリ出演
１３時～、１５時～聖書の脈　福澤師

今週の通読箇所は44-50章になります。まもなくエレミヤ書が
終わります。エレミヤの働きをまとめてみます。ヨシヤ王の時
代、エレミヤは順調に働くことが出来たと思われます。統治者
自身が神との契約を回復する姿勢を示したからです。しかし、
エホアハズを経てエホヤキムの時代になると、事情は一変しま
す。国家の政治的指導者たちはエレミヤの行動を規制し、迫害
や投獄を繰り返します。エレミヤが民衆の間にある悪や背教、
指導者の偽善、誤った神殿信仰などに対して鋭い告発を続けて
いったからです。エルサレム陥落後の戦後処理において、エレ
ミヤは、バビロンに服従せよというメッセージがバビロン政府
からの評価を受け、特別待遇を受けることになります。新しい
総督ゲダルヤもエレミヤには好意的でした。ゲダルヤ暗殺後は、
ヨハナンたちによってエジプトに強制連行されました。エジプ
トにおけるエレミヤの行動は余り明らかではありませんが、な
おしばらく預言活動を展開したことは間違いないと思われてい
ます。このようにエレミヤは、生涯を通して忠実に神の言葉を
取り次ぎ続けましたが、その間様々な規制を受け、孤独な戦い
を強いられました。エレミヤの活動とメッセージには特色があ
りました。それは偽りの預言者と真正面から対決したこと、神
殿を絶対視する誤った信仰を否定したこと、バビロンが勝利し
てユダを捕囚にすること、個人的に神との関係を回復すること
こそ民にとって最も重要であること、新しい契約は希望にあふ
れたものであること、メシヤが新しい契約を結ぶことなどでし
た。このような内容は他に類例を見ないものでした。エレミヤ
書の最後まで通読していきましょう。

牧　一穂　牧師
舛田幸恵　先生
平澤一浩
西嵜芳栄
富岡美千男
a高橋奈津江

　３日　金森将雄
　　　　永井匡史
　４日　牧　友実　
　７日　渡邉達朗
　　　　全本達正　　　

１２日　村部香代子
１３日　三村美香
１８日　名越信三
２０日　吉野夏子
２２日　行司佳世

２２日　江原博子
　　　　澤口千春
２５日　岩崎雅弘
２６日　大宮東子
　　　　金光文雄

２７日　李  雋英
２９日　佐々木徹心
３０日　堀川正子

４月の誕生者
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村部香代子 三村美香三村美香村部香代子

天野師
特別祈祷会

小根久保　麻由美

農業体験
あぐりパーク

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

唯　恵ﾌｧﾐﾘｰ

　平　澤ﾌｧﾐﾘｰ
　

　
■預言の事実
■聖書の事実
■歴史の事実
■キリストの事実
イエスキリストが、自ら蘇られた。明確に
「わたしは蘇りです。わたしは命です。」と宣言された。
これこそ偉大な事実です。

死ぬということは、終わり？死ぬということは、新しいことの
始まり。死ぬということは、裁きです。イエスキリストは、嘘
がありません。と同時にイエスキリストは、「死んでも生きる。」
と言われた。

山口県出身で、アメリカで一攫千金を夢見て、農場を経営し、
ホテルまで経営するようになった。結婚すると、財産の半分が
奥さんへ行くので、結婚もしなかった。そういう訳けで巨万の
富をもっていた。ところが、ある日、お友だちから誘われて、
ちょっとぐらい遊んでもいいじゃないか、ちょっとぐらい飲ん
でもいいじゃないのと促され、ヤマモトさんは、飲み始めた。
その後、憑りつかれたように飲み始めた、なんと３ヶ月でアル
コール中毒になってしまった。時あたかも第 2次世界大戦、ア
ルコールは発売禁止になったため、工業用メチルアルコールに
手を出してしまったため、失明してしまった。そんな時にいい
人ぶった人が、ヤマモトさんに近寄り、面倒を見てあげるから、
ここにサインしなさいと。言われるままにサインすると、その
書類は、「譲渡」「あげる」という書類だった。財産をすべて失っ
たヤマモトさんが、身を乗り出して自殺しようとした。ところ
が、身を乗り出した瞬間にドアから
牧師「ヤマモトさん」
ヤマモト「誰ですか？」
牧師「教会の牧師です。」
ヤマモト「私は、教会へ行ったことは、ありません。」
牧師「教会の方々が、ヤマモトさんのことを聞いてお料理を届
けてくれと依頼がったので、届けてに来ました。」
ヤマモト「3 日間、なにも食べてなかったので、まあ食べてか
らでも、死ねると思い、ドアを開けた。」
牧師「ヤマモトさん、どうか皆さんが心こめて作った料理を食
べて下さい。わずかですが、このお金もどうぞお使い下さい。」
しばらくして、また身を乗り出そうとしたとき、また、ドアか
ら「ヤマモトさん、牧師です。」
2 度あることは、3 度ある。3 度目、まさに身を乗り出そうと
した瞬間
牧師「ヤマモトさん、ドンドン」しばらく返事をしなかった。
強くノックされた。「ヤマモトさん開けて下さい。」やがって惹
かれるようにして、ヤマモトさんがドアを開けました。ヤマモ
トさんは、目に涙をいっぱいためてました。
ヤマモト「先生、先生がここにこられたのが、3度目、ところが、
1度目も2度目も3度目も、同じなんですよ。もうたまらなく
なった自分が自殺しようと思って身を乗り出したその瞬間にド
アがノックがあったんですよ。先生どっかで見ていて今だと
思って合わせてドアのノックをしたんですか？」その言葉を聞
いて牧師先生がびっくりした。
牧師「あなたの知らない誠の神様は、あなたを見ています。あ
なたが、どんな心で、どんな行動をするか、わかっています。
だから前もって教会の婦人会の方に親切な心を与え、お料理を
作り、そして私が、車を運転してあなたのところへ間に合うよ
うに、神様は、計算づくめで、行動させている。それでもあな
たは、誠の神様は、わかりませんか？」と言ったときに
ヤマモト「わかりました。私はそのような神様をしりませんで
した。わかりました。これでクリスチャンになります。」それ
からヤマモトさんの生活が変わります。マッサージを施す職を
身につけて、治療をはじめました。お客様がくると、いろんな
牧師先生の話を施術中に聞いてもらい施術したお客様に伝道
し、治療初めて 15 年間で、３５名くらいの方が、ヤマモトさ
んを通してクリスチャンになった。山本さんが、体験された奇
跡、神様は私たちに様々な方法を用いて新しい命を得させるよ

うにしてくださっています。死んでも生きる。まさにそのよう
にして、彼の人生を造り変えた人にできない事を、神様はイエ
スキリストをとうしてその十字架と復活を通して、新しい命を、
新しい力を注いで下さった。なんというこのキリストのよみが
えりは、偉大な力では、ありませんか。

ヨハネ 11：２５～２６イエスは言われた。「わたしは、よみが
えりです。いのちです。わたしを信じる物は、死んでも生きる
のです。また、生きていてわたしを信じる者は、決して死ぬこ
とがありません。この事を信じますか。」
一つの方程式ができます。人間は、2 度生まれ変わらなければ
なりません。なぜ、一回目は、両親を通して、私たちの体が誕
生する。もう一つは、イエスキリストを通して、イエスキリス
トの救いをいただくことを、新しく生まれ変わるという。
「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２コリント５：１７
新しく造り変えられた者とは、昆虫で例えるならば、青虫、毛
虫が、蝶に変わる。とういうことが、新しく生まれ変わるとう
いうことなんです。その毛虫が成虫になると、蝶になるのです。
そのように嫌われ者の人間は、みんなから、好まれる、好かれ
る人に造り変えられる。そんなことができるなら、是非しても
らいたいとおもいません。まさにそれが、「救い」というのです。
「主イエスキリストを信じなさい。そうすればあなたも、あな
たの家族も救われます。」「救い」というのは、あなたの過去の
すべての罪が許されます。ということです。

■「神の子の特権を与えられた」
今までは、悪魔の子、罪の子、今私たちを造り変えて神の子に
してくださった驚くべきこれは、私たちの家族の回復でありま
す。地獄から私たちを、永遠の神の家族に迎えいれていただけ
る。「あなたは、愛されるたまに生まれてきた。」という韓国の
方の歌があります。イエス様が、私たちのために命を捨てて、
愛を表してくださった。そして私たちを、みな神の家族に迎え
入れてくださった。
ローマ８：２８「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従っ
て召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益と
してくださることを、私たちは知っています。」

■「イエスキリストの十字架と復活」私たちに新しい命を与え
てくださる。この新しい命は、天国に行く命とも言われていま
す。○両親からもらった命は＝プスケ
○イエスキリストからもらった命＝ゾーエ
　イエス様からあたえられた復活の命は、ゾーエ！！まさに私
たちが、死を乗り越えさせる命。エヴァラスティングライフ「限
りない命」つまり「神様の与えられる命」イエスキリストを信じ、
受け入れることによってイエスキリストの十字架で、死んで３
日でよみがえったというこの大いなる「事実」を大いなる「力」
であるとともに、大いなる「救い」です。罪を許し、私たちを
神の家族とし、そして限りない神の命を与えてくださるそして
この神の命は、いつから始まるのか私たちが、この世で死んで
天国に行ってから始まるのか、ところがそうではありません。
あなたが今生きて信じるならば、あなたは、永遠に死ぬことは
ない。すなわち 2度生まれ変わったという肉体の誕生と魂の誕
生を経験した人は、肉体として 1 回死ねばいい。永遠の死は、
いらない。ところが、1 回しか生まれたことがない人は、2 度
死ななければならない。なぜならば肉体の死とともに、永遠の
死を迎えなければならない。この神様が与えてくださった命を
自分の者にするためにはっきりとイエスキリストの十字架を自
分のための身代わりとしイエスキリストの復活が私たちの保証
であることを、受け入れていく。贈り物を受け取るように。イ
エス様が、永遠の命、限りない命を与えてくださることを受け
取っていこう。

「死んでも生きる」
 　　　　　　　　　　　　ヨハネ１１：２５～２６

③偉大な救い

①偉大な事実

②偉大な力～死んでも生きる～

ヤマモトさんの証し
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