
　

TESTIMONYTESTIMONY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

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~

県北祈祷会20：00~
早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（４月18日）

岩崎 祥誉
行司 伝道師
泉水 浩
日名 陽子
藤原 友規子　　　　
辻 総一郎
池田 優香
山本 麻美
行司 伝道師
富岡 牧
岡本 享子
河島 晃太 

：
：
：
：
：
：
:
:
：
：
：
：

　イザヤ書 17~23  水 20金 22

「荒野の祝福」「荒野の祝福」

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
（ 消 毒 ）
食 事
片　付　け

唯恵ファミリー

行司ファミリー

早天祈祷会6：00~

名越信三　佐藤小春

山本登　岩崎雅弘

福山友梨

　三村美香

日名佐和

森田莉功

　　

（ ２０２１年４月４日 ）

（要約者：秋山 恭子）

誕生者のお祝い

　今週もイザヤ書 (17 章～ 23 章 ) を読み進めていきましょう。
先週はバビロンに対する宣告でした。今週は 22 章から、エルサ
レムと南ユダ王国に対しての神の裁きについて預言を見ていきた
いと思います。1 節で幻の谷とあります。ヒノムの谷とキデロン
の谷でほとんど三方を囲まれていたエルサレムの事であり、北イ
スラエルに迫ったアッシリアの勢力が南ユダとエルサレムまで及
ぼうとしている時にイザヤに啓示されたものです。北イスラエル
王国を神がさばかれたことを神の警告として受け入れることなく
高慢に歩む南ユダ王国に警告的な預言が語られました。12 節に
は、世俗的な楽しみに心を奪われるような生活に反省し「泣け。
悲しめ。頭を丸めて、荒布をまとえ」と呼びかけています。聖書
の中では剃髪するときというのは、死者のそばにいた場合や、幕
屋の入り口で献身のしるしとして等、不潔さから回避し身を清め
るという意味もあります。しかしここでは、現代の日本と同じよ
うに反省の意を示すとか、ペナルティの様な意味合いですね。こ
の預言も、イザヤによるものですから、バビロン捕囚が行われる
100 年ぐらい前のものです。今週も、私達の全てを知っている神
様の声に聴き従う歩みをしていきましょう。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵伝道師
全本 みどり
西嵜 孝之
辻 総一郎　

　

4 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

富岡 牧

スモールファミリー 

　私たちは人のことはよく見えます。でも、自分のことが見えません。
イースターは、イエスキリストが十字架にかかる中で人の愚かさがど
れほどなのか、それをもう一度見るための最大の犠牲であり、神の愛
です。　　
『あなたがたは、死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄
光を与えられた神を、キリストによって信じる人々です。このように
して、あなたがたの信仰と希望は神にかかっているのです。』（ペテロ
Ⅰ　1：21）
『あなたがたは、真理に従うことによって、たましいを清め、偽りの
ない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合
いなさい。』（ペテロⅠ　1：22）
　この「愛する」はへブル語で「アーハブ」。このことばが聖書で最
初に出てきたのは、創世記22：2です。
『神は仰せられた。「あなたの子、あなたの愛しているひとり子イサク
を連れて、モリヤの地に行きなさい。そしてわたしがあなたに示す一
つの山の上で、全焼のいけにえとしてイサクをわたしにささげなさ
い。」』（創22：2）
「あなたの愛しているひとり子イサク」、これです。みなさんはペテロ
Ⅰをこのように読んだことがありますか。その愛は、アブラハムが何
年も何年も待って、神のことばを信じて与えられたイサクをいけにえ
に捧げるためモリヤの地に連れて行ったのです。我が子に剣をさすわ
けです。でもアブラハムは神さまに言われ、すぐに従ったのです。自
らだまってほふり場に行く子と、それをあやめなければならない父の
姿、この両方をペテロは手紙に書いたのです。愛するということは、
この二つが必要なのです。同情ではだめなのです。情によってとった
行動は、自らを滅びに導きます。本当の愛に基づく情でなければいけ
ません。感情は悪いものではありません。しかし、感情的なのが悪い
のです。本物でないからいけないのです。私たちは、イエスさまの復
活を見て安心したから、なぜこうなったかをもう一度考えなければな
らないのです。あなたの人生は、痛みが伴う出来事でも、どんなに無
理なことでも、どんなことでもあなたが従うなら、神はあなたに栄光
をあらわす備えがあるのです。イエスは、十字架にかかって最後に「我
が霊を主の御手にゆだねます。」と言うのです。すると神殿の幕が真っ
二つにさけたと書かれています。全てのルール、教え、価値観が積み
上げられている神殿の幕が真っ二つにさけるとは、過去との断絶です。
人間的な伝承が断ち切られて新たになったこの朝、今までのあなたの
愛し方を変えなければいけません。
　

　「我が神、我が神、なぜわたしをお見捨てになったのですか。」と言っ
たように、イエスは一番信じていた人から裏切られなければなりませ
んでした。そして「我が霊を御手にゆだねます。」言って終わるわけで
すが、なぜ「我が霊を御手にゆだねる」ということばを使ったのでしょ
うか？当時ユダヤ人は寝るとき「我が霊を御手にゆだねます。」と言っ
て寝ていました。ですから、これは特別なことばではないのです。
　イエスキリストは十字架に生きた３３年間、そして創世記１章から
スタートする一日、一日。神はそれを見て良しとされました。イエス
キリストは、この１日の仕事と生涯の仕事を終わらせて何をしたかと
いうと、休んだのです。誰であれ、どうであれ、行ないなんて関係な
いのです。最後にその人が信じたならそれでいいのです。しかし、な
ぜ最後に「我が霊を御てにゆだねます。」と言って、そのことばを用
いてペテロが「愛せ」と言ったのか？それはアブラハムの愛とイサク
の従順とイエスキリストの従順と父なる神の愛を思い出しながら、あ
なたが１日１日を「我が霊を御手にゆだねる。」と決断しつつ愛せ、
と言ったのです。それは神のことばに従順に大切なものを犠牲にする
思いで愛せ、と言ったのです。情でなく、その人を本当の姿に導くた
め犠牲になってもその人を導く愛です。アガペーの愛は、その人を祈
り、その人を変えるという神の計画に従おうとする姿です。
　　

　十字架にかかって死ぬことと復活することは、同じくらい大切な
テーマです。なぜなら、あなたが背負ってきたものが一度終わって新
しくなるということだからです。
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　あなたがまちがった感情で子どもを導くのは、それまでのあなた
の過去のさまざまな思いからです。あなたが言われてきたこと、語
られてきた伝承、あなたが習ってきたことは、本当の愛に生きるこ
とを閉ざしていないでしょうか？あなたが正しいと信じてやってい
ることは本当にそれでいいでしょうか？十字架は、あなたが正しい
と信じてきたことを覆すためにあるのです。
　聖書は「真理」ということばを使って、その中にあるのは「愛」と言っ
ています。あなたは、本当にその人を愛するが故の行動をとってい
ますか？アブラハムは、人類の父となるために神である父の思いを
知らなければならなかったのです。父なる神の愛は、犠牲をも行な
うというものです。そしてその神は、犠牲を行なわせた後にでもそ
の犠牲を益に変えることができるということをアブラハムは信じた
のです。失うほどの決意は、愛があればできると神は言われました。
それは愛は全ての人に備わっているからです。しかしその愛は、今、
死んでいます。イエスキリストを信じる信仰によってあなたはその
愛を復活させることができます。イエスキリストは十字架にむかい、
命をかけてあなたのために犠牲をはらいました。そしてそれを完成
させた朝、トマスの前にあらわれたのです。大失敗したペテロに「反
対側に網をおろしてみろ。」と言うのです、彼らが心を開ける方法で。
十字架とは、私たちが素直になる道具です。
　あなたが新しく生きるための方法は愛し合うことです。例え、相
手があなたを裏切っても憎んでも、あなたはその人を愛するという
ことです。それは同情ではなくその人が本当の姿になるように、あ
なたが伝える生き方です。あなたが死んで、あなたの子は本当に正
しく生きていけますか？イエスキリストは正しい選択をさせるため
に、自らが正しい選択をする生き方を見せました。親が正しい選択
をする姿を見せることです。間違ったとき改める姿です。誰かのた
めに正しい生き方をしているのが正しいのであり、与えることが正
しいのではありません。あなたは今、本当に正しい決断をしていま
すか？うとわれても嫌われても、その場所にあって本当に愛を持っ
て生きていますか？真実の愛は全てを結びます。イエスキリストは
十字架で全世界を覆し、神殿の幕を真っ二つに裂き、過去と全てを
帳消しにして今を新しく造りかえたのです。
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「父なる神の愛　その愛で愛する」   
第一ペテロ 1:21-22

復活に生きる

あなたは本当に愛するか
さいごに

みなさん、今日、目を覚ましてください。間違った判断を貫かな
いでください。あなたの大切な存在が間違った道へ歩もうとした
とき、あなたは
身を挺してでもそれを止めるのが仕事なのです。これが愛です。
相手は言うでしょう。「そんなこと知るか。おまえの言うことは
聞かない。」でも、それでもいいのです。十字架にかかって死ん
だ瞬間、人々は悔い改めるのです。最後までわからないのです。
愛は貫かなければ答えはでません。途中では意味がありません。
愛は貫いてこそ意味があるのです。親はその子の本質を見抜き、
神が造ったものとして、預かったものとして適切なことばで向き
合うためにいるのです。アブラハムはそれをイサクに教えました。
人類の父になりました。従うこと、これ以上に大きな愛はありま
せん。主がせよと言われたことを行なってください。神は全てを
働かせて益とすると約束されたのです。イエスキリストの十字架
は伝説ではなく、覆すことができない真実です。「わたしについ
てきなさい。」と言われたとき、「本当の真実の愛で愛するものに
なりたい。」と是非祈ってください。神は一人一人のために、一
人一人はみんなのために生きるのです。神はあなたのために、そ
してあなたは全ての人のために遣わされているのです。
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働かせて益とすると約束されたのです。イエスキリストの十字架
は伝説ではなく、覆すことができない真実です。「わたしについ
てきなさい。」と言われたとき、「本当の真実の愛で愛するものに
なりたい。」と是非祈ってください。神は一人一人のために、一
人一人はみんなのために生きるのです。神はあなたのために、そ
してあなたは全ての人のために遣わされているのです。

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

村部香代子

金光文雄　大宮東子

高杉圭

ジュリアジラルディ

山本心春　栗原颯汰

藤村菜弥

吉野夏子

李雋英

大島正樹

行司佳世　澤口千春

佐々木徹心

實金克治

過去を捨てる

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

早天祈祷会6：00~

福田そら

　ここ数年、今まで生きてきた人生の中で一番つらいので
はないかと思うような心の痛みが更新し続けていました。
痛すぎてもう立ち上がれない！と思うような出来事ばかり
がおこりました。しかし、痛いのは心なので、手当などは
出来ず、痛いところを撫でてあげることも出来ない、そん
な状態でした。そんな中、ハ・ヨンジョ先生の「荒野の祝福」
という本に出会いました。荒野の道をあゆませておられる
方は神である。と書かれていました。
「あなたの神、主が、この４０年間の間、荒野であなたを歩
ませられた全行程を覚えていなければならない。それは、
あなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守る
かどうか、あなたの心のうちにあるものを知るためであっ
た。」申命記８：２
イエス・キリストが十字架で犠牲をはらうほどまでに愛し
ている者をいたずらに荒野の道を通されるはずがない。そ
れを受け取ったときに、私のなかにある荒野が祝福にかわ
りました。なぜなら荒野は主にだけしか頼ることができな
い道だからです。主は慈しみ深く失敗されることがないお
方です。荒野を通らされるとき、その中にある、神様の守
りと導きを信じ主を信頼して見上げて歩む者となりたいで
す。
「神は、実にそのひとり子をお与えになったほどに、世を愛
された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びるこ
とがなく、永遠のいのちを持つためである。」
ヨハネの福音書３：１６

じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~

早天祈祷会6：00~

黙示録　福澤師聖餐礼拝

　特別夕拝
　進藤先生

　２日　籔中真琴
　３日　金森将雄
　　　　永井匡史

４日　牧　友実
　　　赤岩郁美
５日　實金玄容

12 日　村部香代子
　　　  福田そら
13 日　藤村菜弥
15 日　大島正樹
16 日　三村美香

22 日　行司佳世
　　　  澤口千春
23 日　日名佐和
25 日　山本　登
　　　 岩崎雅弘

17 日　高杉圭
18 日　名越信三
　　　 佐藤小春
20 日　吉野夏子
21 日　森田加世子

７日　 全本達正
　　　 渡邉龍朗
　　　和田絵理沙
８日　森下敦子

26 日　金光文雄
　　　 大宮東子
27 日　李雋英　
29 日　佐々木徹心

カラダンジョン じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~

森田加世子


