
　

TESTIMONY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。

通読のツボ
※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。

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。

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

日 月 火 水 木 金 土

主　日　礼　拝主　日　礼　拝

来週の奉仕者
（３月２２日）

行司伝道師

西嵜芳栄
岩崎まり子
a小根久保麻
西嵜孝之
髙橋奈津江
富岡牧
山本麻美
眞砂永一
泉水浩
小根久保麻
酒井美津子
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　私は小さい頃から教会に来て、子ども礼拝で神さまのお話
をたくさん聞いてきました。
「神様は私たちの事を愛している」「神様は素晴らしい」先生
に何を聞かれても、模範解答が出来るほど頭では神様につい
てよく知っていました。
中学、高校と成長していく中で、将来に向けて志を受け取り、
その志のために自分で頑張ってきました。でも、自分だけで
は上手くいかず「神様は本当に私を愛してくれているのか？」
「私の祈りは届いていないのではないか？」というように神様
を疑うようになりました。進路も、自分の在り方も、神様も
分からないような日々を送っていました。
しかし、このままではせっかく受け取った志を果たすことが
できない事を神様は気づかせてくれました。私は、次の日か
ら神様と一対一の時間をしっかりとるようにしました。
すると、神様がその日その日に語られている事や与えられて
いる恵に気づけるようになりました。
まだまだ受け取れていない事もありますが、これからも神様
に求めて、受け取って、感謝しながらこれからも歩んでいき
たいです。

マタイ７：７~８
求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうす
れば見つかります。たたきなさい。そうすれば開かれます。
だれであれ、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく
者には開かれます。
箴言１９：２１
人の心には多くの計画がある。しかし主のはかりごとだけが
成る。

Ⅰ列王12～１８ 水 15 金 17

「驚くばかりの…」
私は小さい頃から教会に来て、子ども礼拝で神さまのお話
くさん聞いてきました。
様は私たちの事を愛している」「神様は素晴らしい」先生

「驚くばかりの…」
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ぼやき会15：00~

早天祈祷会6：00~ ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ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~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

県北祈祷会20：00~
早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~ ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

泉水浩

坂本恭子

全本達正　渡邉龍朗

近藤絵里加　　　

　妹尾由紀子

髙橋奈津江

金森将雄　永井匡史

　

岩崎櫻

籔中真琴

浅本小百合

牧友実　赤岩郁美岩崎まり子　永井証

　

（ ２０２０年３月８日 ）
（要約者：牧三貴子）

誕生者のお祝い

黙示録　福澤師

19:30~
ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾐｯｼｮﾝ

　今週も列王記 (12 章～ 18 章 ) を読み進めていきましょう。
前章 (11 章 ) で予告されていた通り、ソロモンが亡くなりそ
の子レハブアムが王位を継承した途端イスラエルは分裂の道
をたどっていきました。北王国と南王国へと分裂し 12章～
16章の間で北王国で 7人、南王国で 3人がかわるがわる王
になっていきます。しかし、この中で南王国のアサ王以外は
全て神の前に悪を行い、北王国の王に至っては殺されたり、
自殺する等悲惨な死をとげていることが書いてあります。王
本人は悲惨な死をとげなくとも、死後一家が根絶やしにされ
ています。南王国はダビデの子孫が王となっていた為、王が
神の前に悪を行っていても殺されてしまうようなことには
なっていません。ここでも、ダビデに免じてという言葉が出
てきて、ダビデが愛されていたことがわかります。そして、
17章、18章では徹底したバアル崇拝が行われていた北王国
へ預言者エリヤが遣わされ、露も雨も降らない旱魃に見舞わ
れていた北王国で数々の神の奇跡を行います。主の預言者エ
リヤ一人と北王国のバアルの預言者四百五十人が対決し、神
の奇跡をもってバアル信仰を行っていた北王国の民みなに「主
こそ神です。主こそ神です」と言わせ、バアルの預言者を一
掃させます。7人の王によって悪を行ってきた北王国ですが、
それでも世を愛そうとした神様が預言者エリヤを送ったとい
う神様の憐れみのように感じられます。

牧　一穂　牧師
和田力

岩崎祥誉
泉水浩
a岡本享子

　３日　浅野恵子
　 7 日　安田尚正
　　　　浅野祐稀
　 8 日　河島稜
１０日　平松由佳

１０日　日名　洋
１３日　泉水泰行
２０日　妹尾由紀子
２１日　浅本小百合
２４日　泉水　浩

２５日　近藤絵里加
　　　　小川節子
２６日　岩崎　櫻
２７日　高橋奈津江
３０日　岩崎まり子

３０日　永井　証
３１日　坂本恭子

３月の誕生者
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佐々木芽生

聖餐礼拝
スモールファミリー

サンデーキッズお泊り会

私たちは、伝えたいことをより分かりやすくするために、例をあげて話す
ことがあります。ですがイエス様が聖書でたとえ話をされる時のたとえと
は、マーシャル（へブル語）｢司る、支配する、統治する｣に由来します。それ
は本来、王である君主がその民に自らの権威を伝えるために用いたもの
であり、語る内容を分かりやすくするためのものではありませんでした。
それを聞くものがどう聞くかが測りであり、聞く者の姿勢であった弟子
にはそれがあきらかとされたのです。『また昼と夜とをつかさどり、光と
やみとを区別するようにされた。神はそれを見て良しとされた。』（創1：18）

『みことばが道ばたに蒔かれるとは、こういう人たちのことです。みこと
ばを聞くと、すぐサタンが来て、彼らに蒔かれたみことばを持ち去って
しまうのです。』（マル 4：15）聖書の最初の罪は、アダムとイヴが、サ
タンの偽りによって罪を犯した（善悪の実を食べてしまった）ことで、
エデンの園を追放されてしまった場面です。罪（神に従わなかったこと）
によって善悪を知ってしまいました。人はこの「道」からも離されたの
です。『こうして、神は人を追放して、いのちの木への道を守るために、
エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。』（創 3：
24）「道」から離されたというのは、神様を見る事をやめて、他のものに
目を向けてしまったということです。道端とは、本来見るべきものを見
ないで他のものを見ようとする土台です。歩むべき道をどこにしている
でしょうか。これは救いに至る道、そうでないものを選ぼうとする人の
欲が描かれているたとえなのです。あなたは今どんな道を歩んでいます
か。その歩んでいる道をみるべき必要があります。いのちの道は非常に
狭いのです。それは本当に神様が用意されている道でしょうか、それと
も道を踏み外すための道 ( 道端 ) でしょうか。　『蒔いているとき、種が
道ばたに落ちた。すると、鳥が来て食べてしまった。』（マル 4：4）正し
い種は、いったいどのようにあなたの心に植えられているでしょうか。

『同じように、岩地に蒔かれるとは、こういう人たちのことです。みこと
ばを聞くとすぐに喜んで受け入れるが、世の心づかいや、富の惑わし、
その他いろいろな欲望が入り込んで、みことばをふさぐので、実を結び
ません。』（マル 4：16～ 17）荒野で神がモーセに命じて水を湧き出させ
た岩（１度目は神に祈り岩を打ち、水を湧きださせたのに、２度目は神
に祈ることをせずに命令に背き、感情的に岩を打ってしまった）『杖を取
れ。あなたとあなたの兄弟アロンは、会衆を集めよ。あなた方が彼らの
目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水
を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。』（民数２０：８）『モーセは手を上げ、
彼の杖で岩を二度打った。すると、たくさんの水がわき出たので、会衆
もその家畜も飲んだ。』（民数２０：１１）２度目の民の不満に直面したモー
セは、祈ることをしないで神様の命令に背きこの岩を打って水を出しま
した。民が荒野で生きるための飲み水を与えるためにうたれた岩。『しかし、
私が与える水を飲むものはだれでも、決して渇くことがありません。私が
与える水は、その人の内で泉となり、永遠のいのちへの水がわき出ます。』
（ヨハ 4：14）岩とはキリスト様でした。ここで民や弟子たちの行動を現
しています。ここでの、種が岩地に落ちると言うのは、キリスト様への信
仰が芽生え従おうとしますが、つまずき裏切り、そして離れてしまう姿。
それはキリストの十字架を描いているのです。『また別の種が土の薄い岩
地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が上ると、
焼けて、根がないために枯れてしまった。』（マルコ4：5～6）

『もう一つの、いばらの中に種を蒔かれるとは、こういう人たちのことで
す・みことばを聞いてはいるが、世の心づかいや、富の惑わし、その他
いろいろな欲望が入り込んで、みことばをふさぐので、実を結びません。』
（マル 4：18～ 19）本来、いばらは人の罪の結果生まれた植物として、
大地の呪いを指しています。ですから罪が生まれるまでは存在しません
でした。『また、人に仰せられた。「あなたが妻の声に聞き従い、食べて
はならないとわたしが命じて置いた木から食べたので、土地は、あなた
のゆえに呪われてしまった。あなたは、一生、苦しんで食を得なければ
ならない。土地は、あなたのために、いばらとあざみを生えさせ、あなたは、
野の草を食べなければならない。』（創世 3：17～ 18）　「茨の中」＝罪の
結果。苦悩と嘆きに満ちた今のこの世界であり、やがて滅びゆく今のこ
の時代を指しているのです。「良い地」とはその反対で、神の国の完結と
いえます。

『良い地に蒔かれるとは、みことばを聞いて受け入れ、三十倍、六十倍、
百倍の実を結ぶ人たちです。』（マル 4：20）地上に完成される｢神の国｣
で神様はアブラハムを選びだし、彼のゼラ：「種（御言葉）、子孫」を地
のちりのように増やす(創世１３：１６)と約束されました。種（御言葉：
ロゴス）と子孫（人）という概念によって、この「三十倍、六十倍、百
倍の実を結ぶ人たち」とは良い地であることが分かるのです。『すると
仰せられた。「行って、この民に言え。『聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。
だが知るな。』この民の心を肥え鈍らせ、その耳を遠くし、その目を堅く
閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返っ
て癒されることのないように。」私が、「主よ、いつまでですか」と言うと、
主は仰せられた。「町々は荒れ果てて、住む者がなく、家々も人がいな
くなり、土地も滅んで荒れ果てて、主が人を遠くに移し、国の中に捨て
られた所が増えるまで。そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた、
焼き払われる。テレビンの木や樫の木が切り倒される時のように。しか
し、その中に切り株がある。聖なるすえこそ。その切り株。」』（イザ 6：
9～13）

 

『また言われた。「あかりを持ってくるのは、枡の下や寝台の下に置くた
めでしょうか。食台の上の置くためではありませんか。」（マル4：21）　
あなたの人生において、今しか見ず、道端から誘惑され、水に目が向き、
本来見るべきものを見ないで、神様の壮大な計画が見えなくなっている
のなら、もう一度あかりをともしてみる必要があるのではないでしょう
か。御心を行うために、自分の測り縄で測ることをやめて、聞き従います。
それは、してはいけないことをしないということなのです。このたとえ
から、今回のメッセージでは私たちがどの地に種が蒔かれたかではなく、
この種蒔きのたとえには隠された奥義があり、この背景には創世記から
黙示録までの壮大なストーリが隠されていることを今回受け取って欲し
いのです。同時にそれは私たちの人生そのものであり、一人一人のため
の神様の壮大な計画が用意されていることも示唆されているのです。全
てを計画され、全てをご存じである神様の計画は変わりません。神の国
の成就です。そうであるからこそ『 聞く耳のある者は聞きなさい。」ま
た彼らに言われた。「聞いていることによく注意しなさい。あなたがたは、
人に量ってあげるその量りで、自分にも量り与えられ、さらにその上に
増し加えられます。持っている人は、さらに与えられ、持たない人は、持っ
ているものまでも取り上げられてしまいます。」』（マル 4:23～ 25）とあ
るのです。「待たない人」とはどういう人でしょうか。神様からの「種」
を持っていないということです。種をもっていれば、あなたが何をして
いてもいかなる状況でもこの種の芽はでる。私たちは選ぶか選ばないか。
聴いて信じてどんな小さい種でも植えるなら、あなたは実を刈り取るこ
とができるのです。愚かな人とは愚かなままでいる人の事であり、かし
こい人とは愚かな状態から聴こうとする人の事です。誰に聴いているの
か？誰に聴くのか？もう一度自分を振りかえると共に、祈りの中で聖書
の奥義を教えて下さいと祈り求めましょう。
　

「神の奥義　ミュステーリオン」
～神の測りに生きる～ 　　 　　　　　　　　　　　　　マルコ４：１４~３２

　　　
４．良い地

創世記から黙示録までの、壮大な神様の永遠の計画！

3. いばら（茨）コーツァ

イエス様のたとえ話　

2.岩地 (岩 )セラ：モーセの岩

さいごに
私たちに与えられる種は、永遠の計画の種です。神の国の完成の種
ですから一代で終わるものではありません。
だからこそ、信じて蒔き続けるのです。成長させて下さるのは神で
あり、神の測りで聴くことができれば私たちは愛によって導かれま
す。そして必要な備えをすることが出来ます。しかし自分の為に備
えるのではありません。
私達は道端であり岩地であり茨です。そんな私たちに神が創世記か
ら用意して下さっている計画は良い地（神の国の成就）です。私た
ちは何にをするか？「今、聴くものになる」ことです。神様からの
愛の励ましのメッセージであるこの奥義を受けとり、聴くものとな
りましょう。　　　　　　

私たちに与えられる種は、永遠の計画の種です。神の国の完成の種
ですから一代で終わるものではありません。
だからこそ、信じて蒔き続けるのです。成長させて下さるのは神で
あり、神の測りで聴くことができれば私たちは愛によって導かれま
す。そして必要な備えをすることが出来ます。しかし自分の為に備
えるのではありません。
私達は道端であり岩地であり茨です。そんな私たちに神が創世記か
ら用意して下さっている計画は良い地（神の国の成就）です。私た
ちは何にをするか？「今、聴くものになる」ことです。神様からの
愛の励ましのメッセージであるこの奥義を受けとり、聴くものとな
りましょう。　　　　　　

小川節子

１．道端 (道 )デレク　
エデンの園へのいのちの木の道

「種」置かれた場所であなたは何をするべき？


