
聖　餐　礼　拝聖　餐　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
（８月２５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

行司伝道師

平澤一浩
高橋奈津江
a岡本享子
河島晃太
牧三貴子
佐々木芽生
平澤　瞳
唯恵伝道師
泉水　浩
西嵜真由美
佐々木亜弥
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　先週真庭のアグリガーデン (遊びの達人 )に参加させても
らいました。予定では3日間の予定でしたが台風の影響で
2日間になってしまいまってのが残念でしたが、充実した
２日間でした  。僕の担当は『まき割り&火を使おう』でした。
２日間共に朝から晴天で日向に出たら汗が噴き出す程です。
すぐにお客さんが来ました。２日間共に基本、小学生がた
くさん来てくれました。自分で斧を選び薪を目の前にして、
最初はワクワク顔で挑んでいました。段々『斧が重たいぃ
～』、『木が硬い !』などの感想が出てきて、ワクワク顔から
しんどい顔に変わっていきます。もう、ヘロヘロになって
しんどい顔に！。テーマ通りのめんどくさい表情にみるみ
る変わってきます。『諦めないで頑張ろう！』と声かけを僕
は言い続けましたが正直、僕もちょっとしんどくなってき
ました。
　その時思い出しました。僕が神様を信じるきっかけを。
自分自信不可能に思っていた事が、実際可能になったこと
を。神様から『やれば出来る！』と言ってくれたように感
じたことを。その事を思い出しながら、子供たちを励まし
続けました。その内、自分自らの力で薪が割れた瞬間『割
れた！！』と、あのしんどく辛い顔が一瞬の内に笑顔に！
あの笑顔を見た時に自分のしんどかった気持ちが心地いい
気持ちに変わりました。こんなに貴重な体験をさせてくれ
た神様に感謝です。今後もこういった経験を子供たちに流
して行くことも自分の役割だと感じました。
　「わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々し
くあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あな
たの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたととも
にあるからである。（ヨシュア 1：9）」

 レビ３～ 9　水６金8

※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

TESTIMONYTESTIMONY「コラム」
庭のアグリガーデン (遊びの達人 )に参
予定では3日間の予定でしたが台風
てしまいまってのが残念でしたが、

「コラム」
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小川圭子

澤口来海
殊井美恵子

　藤原知里　平澤一浩西嵜璃愛西嵜璃愛
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フェーン福井弘尚

（ ２０１９年８月１１日 ）
（要約者：泉水　浩）

スモールファミリー

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

　レビ記の通読をしていますが、前半に出てくる
５つのいけにえについて書いていきたいと思いま
す。今週は１つ目の①全焼のいけにえについてに
なります。
　全焼のいけにえは、捧げ物を完全に焼くいけに
えです。( レビ記 1:9, 13, 17) 礼拝者が捧げ物を
持って来たら、祭司はその頭に手を置いて祈った
後、ほふってから皮をはぎ、いけにえを部分に切
り分けます。それから、祭司はいけにえの血を集
めて、祭壇の周りに注ぎかけ、焼きます。この時、
捧げ物を完全に焼くことは、完全な献身を意味し
ます。神様に喜ばれる礼拝は、全焼のいけにえの
ように、私たちの人生を完全に捧げる礼拝なので
す。また、全焼のいけにえは、献身のいけにえで
あると同時に、贖いのいけにえにもなります。捧
げ物をほふる前に、その捧げ物に手を置く儀式は、
捧げ物がその人の罪を背負って代わりに死ぬこと
によって、イエス･キリストの贖いを象徴していま
す。私たちは、自分が犯した罪を自らで赦すこと
はできません。贖いのゆえに赦されるのです。
　このようにしていけにえについて理解していく
と、新約聖書の恵みがどれほどかが分かるかと思
います。通読する中で感じていきたいと思います。

牧　一穂　牧師
岩崎祥誉

日名　洋
藤原祐子
a山本洋子

　１日　名越裕晃
　６日　澤口建太
　　　　平澤初実
　７日　妹尾真美
　　　　秦泉寺朗子

　８日　渡部　博
　９日　長谷洋子
　　　　高橋　司
１０日　三宅陽子
１３日　石川美弥

１４日　川端　進
　　　　富岡喜千朗
　　　　西嵜真由美
１５日　富岡陽子
１６日　松田沙和奈

１８日　福井弘尚
２０日　殊井美恵子
　　　　澤口来海
２１日　小川圭子
　　　　西嵜璃愛

２２日　太田伸子
　　　　山本淳平
　　　　藤原知里
　　　　平澤一浩
２３日　フェーン

２５日　田中　浩
　　　　内田　勝
　　　　岡本　爽

８月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

3

10

17

ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室16：3033 ~

ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室16：3033 ~

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ11：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：0000 ~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ
ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室ｺﾞｽﾍﾟﾙ教室

15：0000 ~

三宅陽子

28

4

11

29

5

12

30

6

13

31

7

14

1

8

15

2

9

16

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 ~

早天祈祷会6：0000 ~

早天祈祷会6：0000 ~

19：3033 ~

県北祈祷会20：0000 ~

ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

19：3033 ~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

早天祈祷会6：0000 ~チャペル
ミーティング

特別礼拝＆
コリアンフェスタ

吉備中央町礼拝

秦泉寺朗子

富岡喜千朗

妹尾真美

西嵜真由美、川端進

澤口建太

石川美弥

平澤初実

名越裕晃

渡部博

富岡陽子

長谷洋子　高橋司

松田沙和奈

西崎栄美

富岡喜千朗石川美弥石川美弥 富岡陽子 松田沙和奈

ふるさとミーティング

誕生者のお祝い

西嵜　孝之

サミル教会　夏季宣教（29日まで）

サラン教会　短期宣教（８月１３日まで）

サラン教会　短期宣教（８月１３日まで）

遊びの達人　in　あぐりガーデン

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。

ある1人の人が電車に乗っていました。すると2人の人が居ました。1
人が窓を開けようとするともう 1 人の人が窓をバンと閉めました。「私
は窓を開けられると寒くて死ぬんだ」と言いました。すると窓を開け
ようとした人が言いました。「私は窓が開かないと窒息して死ぬんだ」
2人は大騒ぎして大喧嘩をしてしまいます。車掌も来て何回もなだめる
が結局収めることが出来なかった。そうすると同じ車両に居たおじさ
んが立ち上がり 2人に言いました。「まず、窓を開けろすると 1人が死
んで、その後窓を閉めろそうしたらもう 1 人も死ぬからそうすると平
和が訪れる」と言いました。争いの種は自分が正しいと思って喧嘩し
ているわけですがこの正義は彼らに解決を与えることはありません。

「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」 
1．「私たちは知っています」 
2．この文の主語は何か。
（1）新改訳は「神」を主語としている。 
①「すべてのことが働いて益となることを」（異本）と欄外にある。 
（2）新共同訳は「万事」を主語としている。 
「神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万
事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っていま
す」 
（3）写本上は、「万事」を主語とするのがよい。 
①「神」という言葉は後代の追加であろう。②しかし、意味においては
同じである。動作の主体は、神である。 ③神が、すべてのことを働かせ
て益としてくださる。 
（4）「働かせて」という動詞 
①「スネルゲオウ」という動詞 ②現在形。動作が継続していることを示
す。 
3．誰のために「益となる」のか。 
（1）人間一般ではない。 
（2）人間の視点から：「神を愛する人々」 
①愛する（アガパオウ） 
（3）神の視点から：「神のご計画に従って召された」 
神の愛につながると「神を愛する人」これは人間からつながろうとす
る行為。「神のご計画に従おうとする人」こちらは神から見た目線です。
この2つが手をつなぐ様が自然界に出されたことと同じなのです。
神の計画に従って神のもとに出たら自然に私達は元に戻されるのです。
私達の行為が何かをするわけではないと言うことを伝えています。
すべての万物が自然に本来の姿に戻ろうとするように作られているの
です。

摂理は、神を愛し続ける者への神の継続的な守りと導きである。 （2）「益
となる」とは必ずしも私たち人間が考える内容とは合致しない。①まし
てや、物質的祝福のことではない。 （3）「益となる」とは、御子の姿に
似るという目標に対して益となるという意味。 作られた姿
①試練は、神のトータルプランの一部であることが分かる。 
Ⅱ．「摂理」を可能にする5つの動詞について（29～ 30節） 
「なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子のかたちと
同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御子が多くの兄弟
たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさ
らに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに
栄光をお与えになりました」 ツダケーを直訳すると「正義ではない」「共
同体への忠誠」で共同体とは最終的には教会で始めは神とあなたなの
です。イエス・キリストと兄弟で有ることを保つことが正義だと聖書
は言っているのです。

①あらかじめ知っている（前もって知っている）
（1）「プロ・ギノウスコウ」という動詞 
①「プロ」とは「前もって」という意味である。②「ギノウスコウ」とは
「知っている」という意味である。 
（2）神は、どのようにして私たちが存在する前から、私たちを知って
おられたのか。 
①神の知識は、第 2 の動詞と深く関係する。 神はあなたがどうなって、
どうやって失敗するかをすべて知っているのです。結局私達がなぜ問
題に合うのかと言えば、本来の姿では無くなったからなんです。私達
は後悔するのではなく悔い改めて、その行為をもうしない決断が必要
なのです。

　（1）「プロ・オリゾウ」という動詞 

①「プロ」とは「前もって」という意味である。②「オリゾウ」とは「境
界線を引く」という意味である。③「私たちが救われるように、前もっ
て境界線を定めた」という意味になる。これは隣の畑にたくさん害虫
が湧いているがここには入ってこないという表現です。あなたの畑に
は害虫が来ないのです。なぜかと言うとあなたの畑は土が元気であな
た自身に命があるから害虫が食べることが出来ないのです。
（2）神は計画を立てられたので、事前の知識を持っておられた。 
（3）事前の選びの目的 
①「御子のかたちと同じ姿に」なるように、あらかじめ定めた。 ②2 コ
リ 3：18 「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように
主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿
を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです」 
③「御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです」 私たちは、
キリストの兄弟となる。 
（4）キリストの優位性（長子） 
①時間的優位性 ②位置的優位性「御子は、見えない神のかたちであり、
造られたすべてのものより先に生まれた方です（コロ1：15）」  「また、
御子はそのからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死 者
の中から最初に生まれた方です。こうして、ご自身がすべてのことに
おいて、第一のものとなられたのです（コロ 1:18）」長子になされる
ことは必ず次男にもなされるのです。

（1）「カレオウ」という動詞 
①28 節の「召された」（クレイトス）は形容詞である。②選んだ、知っ
ていた、そして、救われるように召した。 
（2） ①ユダヤ人に関して「神の賜物と召命とは変わることがありませ
ん（ロマ 11：29） 」②「神は真実であり、その方のお召しによって、あ
なたがたは神の御子、私たちの 主イエス・キリストとの交わりに入れ
られました（1 コリ 1：9 ）」 ③「ご自身の御国と栄光とに召してくださ
る神にふさわしく歩むように勧めをし、 慰めを与え、おごそかに命じ
ました（1 テサ 2：12）」④ 「しかし、あなたがたは、選ばれた種族、
王である祭司、聖なる国民、神の所有 とされた民です。それは、あな
たがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の 中に招いてくださっ
た方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです
（1ペテ2：9）」

（1）「ディカイオウ」という動詞 
①神との関係が正しくされる。 ②無罪宣言を受ける。 ③神の怒りから
救われる。 

（1）「ドクサゾウ」という動詞 
①これは「体の贖われること」であり、救いの完成である。 ②摂理は、
このゴールに私たちを導く神の御手である
（2）なぜ「聖化」が出てこないのか。 
①聖化は、栄化の始まりである。 ②栄化は、聖化の完成である。 
摂理＝すべてが働く　正義＝共同体への忠誠
神と人と人との愛によって成し遂げられる！！あなたが思う正義とは
違う方法で神様が作った姿にその人を変えられていく奇跡を行われま
す。神様の願いはあなただけなのです。あなたが神様と一緒にいれば
正義がその人に表されるのです。みなさんは敵が誰だか分かりますか？
敵は自分なのです。この自分はいつも神の愛から離れキリストの兄弟
であることを拒み、友であることをも否みます。ペテロはキリストと
目があった時、私は死ぬまであなたに着いて行くと言ったが私は彼を
知らないと言いました。ペテロと同じ過ちをどれほど行っているでしょ
うか。摂理とは神のすべてが働くと言うことです。この世の初めから
被造物にそうさせられているのです。摂理とはなっていくのではなく、
なっているのです。神は今、摂理を行っているのではなくて摂理がす
でに行われたのです。みなさんは長子であるイエス・キリストの兄弟
ですか？ユダもペテロも兄弟でした。ところが 2 人とも一度は拒みま
した。1 人は兄弟で有ることを放棄しました。しかし、1 人は悔い改
めて兄弟であることを願いました。2 人の犯罪者がいました。2 人と
もイエス・キリストを罵っていました。しかし、1 人は兄弟であろう
としました。彼は兄弟になりました。そして今日までその摂理を伝え
ています。彼はパラダイスにいたのです。私達が元の姿に戻るチャン
スは唯一「神を愛すること」と「神の計画に従って生きる」この 2 つ
に尽きるのです。神の前に出る決断をしましょう。
「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（ローマ8：28）」

「神の摂理」
～すべてが益となる神の正義～　　　　　　　　　　　ローマ8：28～30

4．義と認める（義認）

3．召す

2．あらかじめ定める

1.「摂理」をなす5つの動詞について

摂理のまとめ

摂理」について（28節）

5．栄光を与える（栄化）


