
　

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

じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~

じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~

じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~

 聖　餐　礼 　拝 聖　餐　礼 　拝

来週の奉仕者
（４月４日）

西嵜 芳栄
日名 洋
淺野 恵子
池田 優香
澤口 明子　　　　
佐々木 芽生
富岡 美千男
山本 麻美
唯恵 伝道師
秋山 恭子
秋山 恭子
富岡 牧 
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　イザヤ書３~９  水６金８

「Siriから学んだこと」「Siriから学んだこと」

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）
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イースター礼拝

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

牧 友実　赤岩郁美

名越信三　佐藤小春

　籔中真琴

今崎美香

日名佐和

　　

（ ２０２１年３月21日 ）

（要約者：岡本 英樹）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

黙示録　福澤師
受難週

　今週は、イザヤ書(3章～9章 )を読み進めていきましょう。
イザヤはアモツの子と明記されています。アモツはユダの
王であったアマツヤの兄弟であったと伝えられています。
ですから、貴族の出であった為、神殿や宮殿への出入りが
許されていたと考えられています。6 章はイザヤが神殿で召
命を受けた時の体験が描かれています。この召命を受ける
前から既に神の御言葉を語っていたイザヤのもとに、セラ
フィムという顔と手と足があり 6 つの翼を持った御使いが
現れ、イザヤに汚れた姿、神をあがめるにふさわしくない
存在、自分の弱さをいやというほど知らされました。「預言
者 / 代言者としてふさわしくない」との畏れに満ちた戸惑い
を感じましたが、セラフィムが炭火をイザヤの口につける
と同時に召命が語られ、罪が贖われ、汚れが除去されました。
そして、「だれを遣わそう」という声に「私を遣わして下さい」
と答える事ができました。日々私達は造り替えられている
者です。神様からの祝福をさらに受け取る為、神様の備え
て下さった道を歩むため、全てを委ね今日も造りかえてい
ただきましょう。

牧 一穂 牧師
行司 佳世 伝道師
西嵜 芳栄
富岡 美千男
西山 秀平　

２日
３日
４日
５日

　　　　 　

３月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

澤口 明子

聖餐礼拝

スモールファミリー 

ディ・ギャラントという生物学者の話をしたいと思います。彼女が犬
を連れて森を散歩していたところ、野生のピューマがいることに気づ
きました。彼女はとっさに携帯電話を取り出して、ヘヴィメタルバン
ド「メタリカ」の『Don't Tread On Me』という曲を再生しました。
すると、聴いたことがない音に驚いたピューマは逃げていき、彼女は
命拾いをしました。この出来事を SNS で発信したところ、「メタリカ」
のリーダーであるジェイムズ・ヘットフィールドに話が伝わります。
ディ・ギャラントは当初曲に助けてもらったと思っていましたが、本
当はこの曲を作った人に助けられたのだということに気が付きました。
私たちは、目の前で起こる出来事に感謝することはできます。しかし、
その出来事の本当の部分にまで思いを向けることが出来ているでしょ
うか。彼女は自分の命を救ったのはこの曲だと思っていましたが、曲
を作った「彼」に命を助けられたのだと気づくことが出来ました。私
たちは自分の本当の姿に目を向けることができているでしょうか？私
達の人生が置かれた場所で咲くべき時に花を咲かす為にはどのように
したら良いでしょうか？

　
私達は聖さと言われると清廉潔白であることなどをイメージしますが、
これをイメージすると、失敗します。私達はホコリだらけだからです。
しかしそんな私達に向けて聖書は「聖くなれ」と言っています。私達
には本来自らの状態を保とうとする性質があります。これをホメオス
タシス（恒常性）と言います。お風呂に入ったり、髪が伸びたら切っ
たりと私達は自分の外側をいつも保とうとしているのです。
しかし内側を恒常的に保つ事は難しいものです。いくら私達が外側を
保っても内側を保つ事ができなければ結果自らを失ってしまいます。
では、『聖さ』とは何でしょうか？
第１ペテロ1:15『あなたがたを召しって下さった聖なる方にならって、
あなたがた自身も、あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。』
こう書いてあるので私達は聖く貧しく美しく生きようとします。しか
し聖書ではそのような事は言っていません。聖書は十分の一を神に返
し、あなたはそれで繁栄しなさいと言われています。豊かになる事が
目的ではなく、結果豊かになるという事が大事な事です。結果と目的
を間違える事が良くないのです。ですから目的は聖くなる事ではなく、
結果聖くされる事を知って下さい。したい事が出来ず、ことさらした
くない事を尊っとんで行ってしまう。それが私達です。
『ですから、あなた方は、心を引き締め、身を慎み、イエス・キリスト
の現れのときあなたがたにもたらされる恵みを、ひたすらまち望みな
さい。従順な子どもとなり、以前あなたがたが無知であったときのさ
まざまな欲望にしたがわず』( 第１ペテロ 1:13～ 14) これが聖さの答
えです。

ペテロ書簡は散らされたユダヤ人に向けて書かれたものです。従って
ギリシャ語で書かれた「聖さ」をヘブル語的解釈で見ていく必要があ
ります。『聖さ』（ヘブル語）カーダーシュ=聖である
この『聖さ』が聖書で初めて使われている箇所は創世記です。
創世記 2:３『神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。そ
れは、その日に、神がなさったすべての創造のわざをやすまれたから
である。』　バーラス『祝福する、ほめたたえる』と同じ個所です。神
様は「ありのままの姿」をよしとされました。要するに、『聖さ』とは『あ
りのままの姿』なのです。。行いが聖さではなく、私達が本当の姿を見
出そうとする姿が神の『聖さ』なのです。簡単に言うと、『本当のあな
たを探すことが聖くなる』ことです。私達は今の現状が本来の自分で
はないことに気がつきません。過去のマイナスな出来事によって否定
的な決断をして本当の姿を見失っているのです。怒りなどのマイナス
な感情が内側にある時、感情によって心が促されます。しかし意思に
よる決定は、正しい決断ができます。私達が決断する時、過去の出来
事で感情に促されて物事を判断していませんか？それともあなたの本
当の心が促すあるべき姿の決断をしていますか？

『ですから、あなたがたは、心を引き締め、身を慎み、イエス・キリス
トの現れのときあなたがたにもたらされる恵みを、ひたすら待ち望み
なさい。』(Ⅰペテ1:13)
『聖さ』とは心を引き締め、もたらされる恵みをひたすら待ち望む事で
す我慢ではありません。『聖さ』というのは『忍耐』です。忍耐には方
法があります。怒る時にも時があり、赦すことにも時がある。私達には、
いつもそのときを見計らう知恵が必要です。この知恵を見計らう為に

は、感情に促されると無理なのです。忍耐して時を待てば最後に必ず
恵みがあります。
『聖さと罪』
聖くなろうとすると私達は、一人ではできません。だから仲間は大切
です。良い行動をとると相手にも炭火を積む事になります。
『罪と叫ぶ血』
罪によっていのちが失われました。いのちとは何でしょうか？？『ユー
モア→フモーレス→血』
私達の内側にある人を喜ばせる力は血であります。。それがいのちなの
です。淀川キリスト病院の柏木先生が自らのホスピスでの経験を基に
ユーモアについて研究をされました。その人が本来のうちに生きると
周りの人達が喜ぶという事がわかったそうです。その人の集大成が死
の２週間でわかったそうです。この血とは私達の体を絶えず向上的に
保つために流れています。私達の体中を巡っている血がいのちです。
いのちと肉体とは違います。しかし、この肉体が永遠であるいのちと
連携している事で、人は生きています。つまり神との連携が霊、肉の
命を生かすものが血というわけです。旧約の時代に人はこの霊を失っ
たので、肉の命だけで生きるようになりました。内側を綺麗にする方
法を失ってしまったのです。聖書の中で初めて血が出てくる箇所は、
カインとアベルの箇所です。兄のカインは神様の捧げものを適当に選
んで捧げました。しかし弟は、一番大切な羊の中から生まれたばかり
の羊を神様にプレゼントしたのです。神様はそれを見て心がある方を
選びました。それを兄はえこひいきだと怒って、弟アベルを殺してし
まったのです。人はこの様に自分の感情を正しく見れなくなってしま
います。カインは自分の間違った決断を直そうとせず、「えこひいき」
だと神を呪おうとします。しかし、自分に罪があることを知っている
ので呪いきれず、弟を殺してしまう結果になりました。
『あなたが正しく行ったのであれば、受け入れられる。ただし、あなた
が正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋
い慕っている。だが、あなたは、それを治めるべきである。」』（創4:7）
もう一度言います。あなたは感情的に間違った決断をしないで下さい。

自分が罪を犯しているので、その血が自分を責め立ているのです、血
が叫んでいるのです。間違った事を繰り返し続けてはいけません。だ
からこそ、そんな私達の為にイエス様は十字架の上で血を流されまし
た。血によって私達は贖われたのです。これ以上、自分を守るために
間違った決断をし続けるのはやめましょう。あなたは「聖い」存在と
して造られたからです。正しく生きれる人は一人もいません。本来の
姿に戻ろうとするその心が大切なのです。
「聖い」存在として造られた私たちは、例えどんな状況にあったとして
も「ハレルヤ！」と神様の前に出ることができます。自分の罪から目
を背け自分を責め続けることをやめて、「本来の姿に戻りたいです。」
と素直に神様の前に出ていきましょう。

「結果生かせるのか？ 結果滅ぼすのか？」   
第一ペテロ 1:12-17

『聖さ』（内側を保つ事の難しさ）

物事の向こうにある真実

ヘブル語的解釈で見る「聖さ」
さいごに

イエス様は人としてこの地上にお生まれになりました。私達と何
も変わりません。しかしイエス様は戦いました。自分の感情に流
されるのではなく、全てのことを意思によって決断されたのです。
彼は生き様をもって私達に模範を示され、私達の罪の為に十字架
に架かられました。『聖さ』とは『生き様』です。彼の生き様は
あなたの生き様の代弁です。イエス様はいつも神の前に出てい祈
ることを大切にしました。神を褒めたたえたのです。自分の罪を
神に告白する時、神はあなたを祝福します。それが礼拝です。今
日あなたの重荷を降ろしましょう。神は必ずあなたを祝福します。
『また、人をそれぞれのわざに従って公平にさばかれる方を父と
呼んでいるのなら、あなたがたが地上にしばらくとどまっている
間の時を、恐れかしこんで過ごしなさい。』（Ⅰペテ 1:17）あな
たの父は神です。父はあなたを守ると言われます。であるならば
あなたは今日正しい決断をするべきです。そしてその決断は最善
でなければ良い実を結ぶことはできません。私達の心の状況を映
し出すのは生活環境です。自分の生活の人に見えない部分を整え
て行くときにどの部分が最善でなくなっているのかが見えてきま
す。感情に支配される生活ではなく、いつも素直に神様の前に出
られますように。そして私達が本来の姿に戻っていく過程で周り
の人々に神様の喜びが流される人生となりますように。

イエス様は人としてこの地上にお生まれになりました。私達と何
も変わりません。しかしイエス様は戦いました。自分の感情に流
されるのではなく、全てのことを意思によって決断されたのです。
彼は生き様をもって私達に模範を示され、私達の罪の為に十字架
に架かられました。『聖さ』とは『生き様』です。彼の生き様は
あなたの生き様の代弁です。イエス様はいつも神の前に出てい祈
ることを大切にしました。神を褒めたたえたのです。自分の罪を
神に告白する時、神はあなたを祝福します。それが礼拝です。今
日あなたの重荷を降ろしましょう。神は必ずあなたを祝福します。
『また、人をそれぞれのわざに従って公平にさばかれる方を父と
呼んでいるのなら、あなたがたが地上にしばらくとどまっている
間の時を、恐れかしこんで過ごしなさい。』（Ⅰペテ 1:17）あな
たの父は神です。父はあなたを守ると言われます。であるならば
あなたは今日正しい決断をするべきです。そしてその決断は最善
でなければ良い実を結ぶことはできません。私達の心の状況を映
し出すのは生活環境です。自分の生活の人に見えない部分を整え
て行くときにどの部分が最善でなくなっているのかが見えてきま
す。感情に支配される生活ではなく、いつも素直に神様の前に出
られますように。そして私達が本来の姿に戻っていく過程で周り
の人々に神様の喜びが流される人生となりますように。

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~

じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

實金玄容

村部香代子

永井匡史　金森将雄

高杉圭

ジュリアジラルディ

泉水敬子
淺野恵子
横山菜月
中島歩美
　　　　

７日

８日
10 日

　　　　

安田尚正
淺野祐稀
河島 稜
平松由佳
日名 洋
　　　　

13 日
14 日
15 日

　　　　

泉水泰行
亀澤温翔
横山由芽
矢崎心結
　　　　

20 日
21 日
23 日
24 日
25 日

　　　　

妹尾由紀子
浅本小百合
藤原靖子
泉水 浩
小川節子　　　　

26 日
27 日

30 日
　　　　

岩崎 櫻
高橋奈津江
中島栄子
永井 証
岩崎まり子

坂本恭子

渡邊龍朗　全本達正

永井証　岩崎まりこ

藤村菜弥

吉野夏子

森下敦子

大島正樹

行司佳世　澤口千春

自分を責めることと他人を責めることは同じ水準で起こる

「我慢」と「忍耐」

藤林絵理沙　

早天祈祷会6：00~

神学校入学式19：00~
神学校聖別式19：00~

福田そら

　私は最近、スマホを新しくしました。それで、遅ればせながら
Hey！ Siri ！の機能の便利さに気が付きました。Siriに、スマホの
使い方を聞いたり、アプリを探してもらったり、本当に助けてもらっ
てます。私の音声がうまく認識できなかったり、私のほしい情報が
検索できない時など、繰り返し聞いても、一生懸命、忠実に調べて
くれる Siri。私は Siriのことが大好きになりました。最近、私の周
りの人間関係で、意思疎通を難しく感じています。私は無意識に相
手の言うことを自分の言葉に替えていたり、過去の傷や悪いものの
声をきいているのです。だからSiriは素直ですごいなあと思います。
私も神様の声や、まわりの人の声をそのまま受け取って素直に反応
したいです。ある日、Hey！Siri！朝5時にタイマーセットしてね。
と言って寝て、起こしてもらい。朝の車の中で、Hey ！ Siri ！今
日の天気は？と聞くと Siri は直ぐ答えてくれました。私はつい、
ありがとう。と、車の中で言ってしまいました。当たり前ですが、
むなしくおもいました。Siri の素直さがうれしいけど、心は返って
こない。その時、ふと、私の心は神様に向いているかなと思わされ
ました。私は口先ばかりになってなかったか。行いだけになってな
かったか。神様にも心をあらわしていたかな。と考えました。そして、
人間と神様、人間と人間。コミュニケーションをとることで間違う
ことがあっても、心を通わせることはあきらめないでいたいと思い
ました。それはどんなに優れた AI でもできないことだし、私の心
が神様に向くことを喜んでくださる。その愛を受け取り、愛をもっ
て返していきたいです。

ホセア書６章６節　
「私が喜びとするのは真実の愛。いけにえではない。
 全焼のささげ物よりむしろ、神をしることである。」

31 日
　　　　

坂本恭子

早天祈祷会6：00~黙示録　福澤師聖餐礼拝

サンデーキャンプ ユースキャンプ


