
　

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

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25日）

行司 伝道師
唯恵 伝道師
西山 秀平
岡本 享子
李 雋英　　　　
泉水 浩
秦泉寺 朗子
山本 麻美
唯恵 伝道師
神達 良子
日名 陽子
全本 みどり 

：
：
：
：
：
：
:
:
：
：
：
：

　イザヤ書 24~30  水 27金 29

「神様バッテリー搭載！」「神様バッテリー搭載！」
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（ 消 毒 ）
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片　付　け

祥誉ファミリー

唯恵ファミリー

芳栄ファミリー

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

西嵜 優　高杉美代

　日名佐和

森田莉功

藤原すず花

　　

（ ２０２１年４月11日 ）

（要約者：富岡 牧）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

　今週もイザヤ書 (24 章～ 30 章 ) を読み進めていきましょう。
29 章は「ああ。アリエル……」と始まります日本人が読むと、
唐突に「個人に語り掛けている？」と思うかもしれません。
「アリエル」は、ヘブル語で「神の祭壇の焼炉」を意味します。
そして、「ああ。」は英語だと”Woe”( 悲哀、悲痛、悩み、苦悩 ) となっ
ています。ダビデが神の民の為に定めた町エルサレムが神によっ
て裁かれることをイザヤが預言しています。
マタイの福音書 23章 37 節に「ああ、エルサレム、エルサレム。」
とイエス・キリストが十字架を前に嘆かれているシーンがありま
す。この後、紀元 70 年にエルサレムと神殿はローマ帝国により
崩壊します。まるで、イエス・キリストの嘆きをイザヤが預言と
して語っているようです。
イザヤ書の預言は、バビロンによってエルサレムが滅ぼされるこ
とを預言していますから、人の心が神様から離れることが繰り返
されていることがわかります。私達人間は罪の性質がある為、神
様から視線がズレ、神様が備えて下さった道から外れていきやす
いものです。日々のディボーションやＱＴを通して神様に視線を
照準を合わせていきましょう。

牧 一穂 牧師
岩崎 祥誉
行司 佳世伝道師
泉水 浩
日名 陽子　

　

4 月の誕生者
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牧 三貴子

母の日礼拝

スモールファミリー 

　私達人間は、ハッピーエンドで終わるドラマや映画が好きで、物語
の結末がハッピーエンドで終わることを望んでいます。「結末がバッド
エンド終わる物語を連続して観続けると人はどうなるか」という実験
をした人がいるそうですが、多くの人は最後まで観ることができず、
観終えた人は心の病気になってしまった。という結果になったそうで
す。このように私たちはハッピーエンドを望んでいます。そして「死」は、
その中でも最大のバッドエンドではないでしょうか？多くの人が「死」
を恐れています。もし「死」がバッドエンドならば、私達の人生は何
をしても意味がないことになります。だから人々は死後の世界を少し
でも良くする為に生前に徳を積もうとしたりするのです。それは世の
中が「死の真理」を知らないからです。しかしクリスチャンはイエス
様の十字架によって「死」によって支配されることから解放されてい
ることを本来は知っているはずです。しかし、もしあなたが「死」に
対して不安や恐れがあるとしたらイエス様の外側しか理解できていな
いかもしれません。私達の罪の為に十字架に架かり死んで３日目に蘇
られたイエス様の復活は「死」に勝利をもたらしたのです。
イエス様の死からの復活を人がした作り話だとする人がいます。しか
しそれを立証することは難しく、反って復活された証拠の方が多く存
在します。しかし立証することが目的ではありません。十字架の死と
復活を通して人々が変えられたことを見て欲しいのです。

私たちは「ことば」を誤りました。その一番初めがアダムとイヴです。
人が誤るとどうなるかというと、隠れます。そして見つかると間違っ
た言葉を話します。「神様にごめんなさい。」と、言えばよかったのに
アダムとイヴは隠れました。そして「裸だから隠れた。」と言いました。
ここで神様が投げかけた質問のとは全く的を外した答えを返します。
人は一つ嘘をつくともうひとつ嘘をつかなければいけなくなり、どん
どん嘘が増えます。しかし私達は嘘を繰り返してしまします。嘘をつ
かないように生きるのではなく、嘘をつく存在であることを認めるこ
とが大切です。生き方が変えられたペテロ達はそのことが分かったの
です。どれだけ人間が朽ちる物で救おうとしても、頑張りでは無理な
のです。神様は朽ちず、変わらないもので自らが朽ちる姿をもってく
ることで、人間が一番恐れている死を、自らが死の理不尽に味わうこ
とで解決をしようとしたというのが十字架の恵みと永遠です。

私たちが選ばなければならない道は結果滅ぼすのではなくて、どれだ
け苦難があろうとも結果生かせる道を選ぶことです。聖書の原則です。
神様を信じていると口では言いながらその道を選ばずに今までと同じ
生き方をするなら、聖書で教えていることに反するという事です。何
か行為をするから救われるのではなく、ただイエスキリストを信じれ
ば救われます。しかし、救われた私達には責任があります。なぜなら、
あなたの為に死なれたからです。あなたは全ての為に生きる、その責
任があります。逃げる生き方から向き合う生き方を選ばなければいけ
ません。そのためには心が守られていなければいけません。ですから、
復活の朝イエスキリストは女たちに「シャローム（平安があるように）。」
と言われました。今、あなたは不安ですか？ あなたを戻そうとしてい
る神様の計画をあなたは、頑張って壊そうとしています。

神が造られた被造物は初めから全てが益となるように造られています。
しかし壊そうとするものそれは「同情」、「間違った目線」です。艱難
や問題で不安になった時には神様の計画を信じて下さい。神様は私達
を裁くためにしているのではなく、愛に導こうとしておられるのです。
あなたが回復するときには、一番の弱点を通らされて回復させられま
す。ハッピーエンドを壊した “死” という問題を、十字架の死よって
解決しました。人間の全ての罪の総称である死を用いて愛を表しまし
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た。なぜ死を用いたのかというと人間の一番の不安が“死”だからです。
人類の一番嫌な事を用いて、人類に救いをもたらしました。ですから、
あなたの人生が改善されるときには、一番嫌なところが改善されるた
めにあなたにとって一番嫌なところを通して働かれます。悪魔は逆で
す。そこを改善させたくないし向き合わせないようにさせたいのです。

神様の御計画には時があります。イエスキリストの十字架に生きる私
たちは目の前の状況に目を向けてはいけません。Ⅰペテロで繰り返し言
われています。
なぜそうなっているのかに目を向けなければいけません。聖書は、あ
なたの “時” いつが終わっても良いように、生きなければいけないと
伝えています。任された“時”は増やすことも、減らすこともできません。
あなたに与えられた神の計画に生きるしかありません。だから私達に
は永遠の思いが与えられています。これがなければ間違った道を歩ん
でしまうからです。

逆さ十字架刑を前にして、ペテロが残したかった遺言は「永遠の思い」
ではなくて、「永遠」であるという事です。あなたがたとえ今終わって
も終わらない、これがイースターの恵みです。今、あなたの“時”が終わっ
てもあなたの家族は大丈夫ですか？備えていますか？私たちが残すべ
きものは、財産などではありません、“ことば”だと聖書は伝えています。
その日のやるべきことをしてください。【マタイ６：３４】心配を置いて、
任されたものをきちんと蒔くということです。そして生き様を残すこ
とです。聖書は生き様が書かれている書物だからです。【ヨハネ１１：
２５】そうすれば死んでも生きるのです。

神様は渇きを乾きで解決します。死を死で解決し、無い時に無い種蒔
いた人が、勝ち取るのです。喜べないときに喜んだ人が喜びを得るの
です。逃げるときに逃げなかった人が祝福されます。ですから、どん
なことが起ころうと私たちは逃げすに向かっていくのです。【ヨハネ１
６：３３】私たちは生き方を変えなければいけません。不安や心配を
自由にする為には死に打ち勝たなければなりません。恐れるのを止め、
避難されたのなら甘んじて立つことです。【ヨハネ３：１３－１７】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なく、永遠のいのちを持
つためである。
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「永遠への思い」
~罪により失った永遠を愛の死によって永遠のものへ~   第Ⅰペテロ 1:23-25

さいごに~復活と再会~

イエス様に出会うとき、また失った人に出会うときに受ける恵で
す。イエス様はあなたの人生で必ずこの時間を用意しています。
どんなことがあろうとも復活の恵みによる再会を与えられます。
復活の日弟子たちがどうして変わったのか、それは再会が嬉しかっ
たからです。神は弱点を通して解決を用意されています。だから
私達は向き合います。
『草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神のことばは永遠に立つ。」』
（イザ40:8）
朽ちるものに目を向けるのを止めましょう。人の浅はかさで神の
計画を壊してはいけません。神は私達に必ず喜び・再会・良いも
のを用意しておられます。解決されるまで戦いましょう。しかし
神に委ねましょう。
『それから、イエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われ
た。「わが父よ。できますならば、この杯をわたしから過ぎ去らせ
てください。しかし、わたしの願うようにではなく、あなたのみ
こころのように、なさってください。」』（マタ 26:39）

イエス様に出会うとき、また失った人に出会うときに受ける恵で
す。イエス様はあなたの人生で必ずこの時間を用意しています。
どんなことがあろうとも復活の恵みによる再会を与えられます。
復活の日弟子たちがどうして変わったのか、それは再会が嬉しかっ
たからです。神は弱点を通して解決を用意されています。だから
私達は向き合います。
『草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神のことばは永遠に立つ。」』
（イザ40:8）
朽ちるものに目を向けるのを止めましょう。人の浅はかさで神の
計画を壊してはいけません。神は私達に必ず喜び・再会・良いも
のを用意しておられます。解決されるまで戦いましょう。しかし
神に委ねましょう。
『それから、イエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われ
た。「わが父よ。できますならば、この杯をわたしから過ぎ去らせ
てください。しかし、わたしの願うようにではなく、あなたのみ
こころのように、なさってください。」』（マタ 26:39）

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

金光文雄　大宮東子

辻 総一郎

ジュリアジラルディ

山本心春　栗原颯汰

泉水幸誠

吉野夏子

李雋英

佐藤伶香

行司佳世　澤口千春

佐々木徹心

實金克治
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　新年度になりました。私も変化の春を迎えています。神
学生の歩みが始まってまだ間もないのですが、通信制とは
いえ私の生活はすでに大きく変わりました。従順を貫く生
活も、久しぶりの学習にも、とにかく必死の毎日です。時
間配分の均衡をとるのに四苦八苦…こうなると、以前の私
はとにかく心身ともに疲れて動けなくなっていました。で
すが進学決意後、すべての責任を引き受けてくださった神
様にとにかく寄り頼むこと数週間、不思議と身体が動きま
す。確かにクタクタなはずなのに、やるべきことのために
身体が指示を引き受けます。私はどうやら新たなバッテリー
を備えたようです。これまでの苦悩、そのすべてが弱さを
克服するための計画でした。その計画を、私にはほんの一
部しか、知ることも見ることもできませんが、神様がなさ
れることなので不安はありません。未熟ゆえに手を借りね
ば立ち行かぬ環境も多いですが、だからこそ応援してくれ
る家族や友人に感謝します。神様から受け取った愛をその
すべてに流せるものでありたいと願います。

「愛する者たち。神がこれほどまでに私たちを愛してくだ
さったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。」
Ⅰヨハネ 4：11　

じょいふるキッズ15：00~
ユース礼拝17：00~
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黙示録　福澤師聖餐礼拝

　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

曽我菜々子 佐藤裕　佐藤彰
鈴木誠一　鈴木大智

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

なぜ神は「ことば」を重んじるのか？なぜ神は「ことば」を重んじるのか？

罪により失った永遠を愛の死によって永遠のもの罪により失った永遠を愛の死によって永遠のもの

理不尽を理不尽で解決する（ローマ8:28）理不尽を理不尽で解決する（ローマ8:28）

愛の死によってなぜ神は永遠を与えられたのか
（伝道の書３：１～1１）
愛の死によってなぜ神は永遠を与えられたのか
（伝道の書３：１～1１）

①「永遠への思い⇒永遠」①「永遠への思い⇒永遠」

②「死で死を打ち破る渇きを乾き」
③ 死と不安（心配）から自由に
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