
　

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~

じょいふるキッズ15：00~

県北祈祷会20：00~
早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（５月２日）

河島 稜
岩崎 祥誉
岡本 英樹
眞砂 香和
淺野 恵子　　　　
楢村 明子
眞砂 永一
山本 麻美
唯恵 伝道師
秋山 恭子
全本 みどり
西嵜 孝之 
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　イザヤ書 31~37  水 34金 36

「主の計画に委ねる」「主の計画に委ねる」
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要約（次週）
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）
食 事
片　付　け

行司ファミリー

各　自

各　自

山本登　岩崎雅弘

福山友梨

西嵜 優　高杉美代

梁平慧　佐藤文音

　

森田莉功

藤原すず花

　　

（ ２０２１年４月18日 ）

（要約者：岡本 享子）

誕生者のお祝い

チャーチミーティング

　今週もイザヤ書(31章～37章 )を読み進めていきましょう。
36 章～ 39 章はイザヤ書の前半 (1 章～ 35 章 ) と後半 40 章
～ 66 章を繋ぐものとなっています。36 章はアッシリアの勢
力が広くパレスチナの地域に及びエルサレムにも迫っていた
時の事です。アッシリアの将軍ラブ・シャケが、アッシリア
の王の脅迫的伝言を告げる為、ヒゼキヤ王の側近と会合しま
した。ラブ・シャケは「いったい、おまえは何に拠り頼んで
いるのか？」と問いかけました。当然ラブ・シャケは「エジ
プトではなく、アッシリアに拠り頼め」という意味で語った
言葉です。しかし、エジプトに援軍を求めていたヒゼキヤ王
には、イスラエルの不信仰を的確に指摘する神様からの言葉
に聞こえたかもしれません。ヒゼキヤ王は神の御旨を求め祈
る為主の宮に入り、預言者イザヤにも祈りを求めました。ヒ
ゼキヤの強い信仰心からの祈りは神様に聞かれ、エルサレム
の平安についての預言を与えられました。私達も、誰かを通
して神様から語られることがあります。そのような時、ヒゼ
キヤ王の様に神様の御旨を求めて祈りましょう。神様の語り
かけを直接聞けるよう心を向けて祈りましょう。

牧 一穂 牧師
行司 佳世伝道師
牧 唯恵伝道師
西山 秀平
岡本 享子　

　

4 月の誕生者
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河島 晃太

母の日礼拝

スモールファミリー 

1970 年代におきたオイルショックによって、日本ではトイレット
ペーパーの買い占めが起こりました。「原油価格の高騰によりパル
プが値上がりし材料がなくなる」というフェイクニュースが広まり、
人々は不安と焦りからトイレットペーパーを買い占めます。しかし、
日本の製紙業界がパルプの貯蔵量を伝え、「みんなが買い占めなけ
れば、なくなることはありません」と真実を伝え続けたことで、
買い占めは収まりました。
このように、偽りの情報は真実でしかぬぐうことが出来ません。
創世記、サタンは私たちに「死」という偽りの情報を与えました。
しかし、聖書は、その「死」という問題が、イエス・キリストの
犠牲と復活という生き様によって、ぬぐい去られたことを私たち
に伝えています。

この手紙の著書であるペテロは、各地に散らされ、苦難と試練の
なかにあるユダヤ人に向けて、この手紙を送りました。そのなかで、
『あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ち
ない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の
ことばによるのです』（Ⅰペテロ 1:23）と、私たちが新しく生まれ
変わったことを伝えています。そして、生まれ変わった私たちが、
お母さんの乳を求める赤子のように「みことばの乳を慕い求める（Ⅰ
ペテロ2:2）』ことを勧めています。
では、慕い求めるとはどのような状態でしょうか？
【慕い求める】へブル語：アーヴァー
　　　　　　  意　　味：むき出しの欲望、得るまで泣き叫ぶ様
聖書で最初に「慕い求める」という言葉が使われたのは、民数記
の 11 章です。エジプトを出て荒野を旅するイスラエルの民を、神
様は雲の柱と火の柱をもって導かれました。しかし、イスラエル
の民は、与えられている恵みに目を向けず、水と食糧の不足を訴
えます。そこで、神様は「マナ」を与えられますが、イスラエル
の民の心はさらに欲深くなっていきました。彼らの頭には、いつ
になったら安住できるのか、どこに定住できるのかという焦りが
あり、安心することができずに、あれがない、これがないと大騒
ぎをしていました。まさに赤子のように泣き叫んでいる状態であり、
これが「慕い求める」姿です。これは、偽りの情報を聞いて焦り、
トイレットペーパーやマスクを買い占める私たちの姿と同じです。
イエス・キリストの十字架による死と復活によって新しくされた
私たちは生き方を変える事で示すことが大切です。朽ちるものを
慕い求めるのではなく、永遠に変わることのない神様のことばを
慕い求めなければなりません。

①【捨てる】ギリシャ語：アポティスタス
　　　　　 意　　　味：脱ぎ捨てるさま
「ですから、あなたがたは、すべての悪意、すべてのごまかし、い
ろいろな偽善やねたみ、すべての悪口を捨てて、」（Ⅰペテロ2:1）
とあるように、慕い求めるために、私たちはすべての悪意を捨て
る必要があります。新しくなった私達は過去・古い自分に捕われ
る必要はありません。
相手にやり返そう、あの人より私のほうが幸せになってやる、相
手に謝らせてやろう、あの子を騙そう…これらはすべて「悪意」です。
悪意は、誰かをうらやましく思ったり、あのときのほうがよかっ
たな…と比べたりする「ねたみ」から生まれます。そして、自分が持っ
ている悪意が相手にバレたとき、私たちは「偽善」によって悪意を「ご
まかし」てしまいます。本来、私たちは悪意や偽善などを持つ必
要がありません。
②何を慕い求めますか？ それは「純粋なみことばの乳」です。
③どのように？「生まれたばかりの乳飲み子のように」
④なぜ？「成長して、救いを得るため」
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プが値上がりし材料がなくなる」というフェイクニュースが広まり、
人々は不安と焦りからトイレットペーパーを買い占めます。しかし、
日本の製紙業界がパルプの貯蔵量を伝え、「みんなが買い占めなけ
れば、なくなることはありません」と真実を伝え続けたことで、
買い占めは収まりました。
このように、偽りの情報は真実でしかぬぐうことが出来ません。
創世記、サタンは私たちに「死」という偽りの情報を与えました。
しかし、聖書は、その「死」という問題が、イエス・キリストの
犠牲と復活という生き様によって、ぬぐい去られたことを私たち
に伝えています。

この手紙の著書であるペテロは、各地に散らされ、苦難と試練の
なかにあるユダヤ人に向けて、この手紙を送りました。そのなかで、
『あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ち
ない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の
ことばによるのです』（Ⅰペテロ 1:23）と、私たちが新しく生まれ
変わったことを伝えています。そして、生まれ変わった私たちが、
お母さんの乳を求める赤子のように「みことばの乳を慕い求める（Ⅰ
ペテロ2:2）』ことを勧めています。
では、慕い求めるとはどのような状態でしょうか？
【慕い求める】へブル語：アーヴァー
　　　　　　  意　　味：むき出しの欲望、得るまで泣き叫ぶ様
聖書で最初に「慕い求める」という言葉が使われたのは、民数記
の 11 章です。エジプトを出て荒野を旅するイスラエルの民を、神
様は雲の柱と火の柱をもって導かれました。しかし、イスラエル
の民は、与えられている恵みに目を向けず、水と食糧の不足を訴
えます。そこで、神様は「マナ」を与えられますが、イスラエル
の民の心はさらに欲深くなっていきました。彼らの頭には、いつ
になったら安住できるのか、どこに定住できるのかという焦りが
あり、安心することができずに、あれがない、これがないと大騒
ぎをしていました。まさに赤子のように泣き叫んでいる状態であり、
これが「慕い求める」姿です。これは、偽りの情報を聞いて焦り、
トイレットペーパーやマスクを買い占める私たちの姿と同じです。
イエス・キリストの十字架による死と復活によって新しくされた
私たちは生き方を変える事で示すことが大切です。朽ちるものを
慕い求めるのではなく、永遠に変わることのない神様のことばを
慕い求めなければなりません。

①【捨てる】ギリシャ語：アポティスタス
　　　　　 意　　　味：脱ぎ捨てるさま
「ですから、あなたがたは、すべての悪意、すべてのごまかし、い
ろいろな偽善やねたみ、すべての悪口を捨てて、」（Ⅰペテロ2:1）
とあるように、慕い求めるために、私たちはすべての悪意を捨て
る必要があります。新しくなった私達は過去・古い自分に捕われ
る必要はありません。
相手にやり返そう、あの人より私のほうが幸せになってやる、相
手に謝らせてやろう、あの子を騙そう…これらはすべて「悪意」です。
悪意は、誰かをうらやましく思ったり、あのときのほうがよかっ
たな…と比べたりする「ねたみ」から生まれます。そして、自分が持っ
ている悪意が相手にバレたとき、私たちは「偽善」によって悪意を「ご
まかし」てしまいます。本来、私たちは悪意や偽善などを持つ必
要がありません。
②何を慕い求めますか？ それは「純粋なみことばの乳」です。
③どのように？「生まれたばかりの乳飲み子のように」
④なぜ？「成長して、救いを得るため」

『生まれたばかりの乳飲み子のように、純粋な、みことばの乳を慕
い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。』（Ⅰ
ペテ2:2）

私たちに悪意や偽善をもたらすのが、忙しさと妬みです。日本に
は “忙しいことはよいこと” という価値観がありますが、「私は忙
しい」と言って、頭が忙しくなっていると、イスラエルの民のよ
うに、欲望と焦りから、不足に目が向いていきます。
「忙しい」とはその環境や現状が忙しいのではありません。頭が忙
しくなっている時、それは自分の弱点をつつかれている時なので
す。神様はあなたに乗り越えられない試練は与えられません。あ
なたが出来ることを与えられています。ですからもう一度自分の
「忙しさ」を見つめ直してみましょう。そこにつつかれているあな
たの「弱さ」があるハズです。サタンは、私たちの頭が忙しくなり、
神様から離れるスイッチをよく知っています。そして、そこをつ
ついてきます。まるでマイクの電源のように、そのスイッチをＯ
Ｎ／ＯＦＦしてきます。ですから、私たちは自分の弱点スイッチ
がどこにあるかを知り、その古い人を脱ぎ捨てる必要があります。
脱ぎ捨てたふりや、教会にいるときだけ脱ぎ捨てて、教会を出る
ときにもう一度それを拾って着ないように気をつけなければいけ
ません。あなたは新しく生まれたからです。古い人を脱ぎ捨てる
為に自分の生活を整えていきましょう。

イスラエルの民は定住できない焦りから、神様に文句を言ってい
ました。そんな民を見て、モーセはリーダーを辞めさせてほしい
と訴え、居場所を失いました。しかし、私たちは居場所を失った
ときがチャンスです。本来、自分が定住するところがどこかがわ
かるからです。「主のもとに来なさい。主は、人には捨てられたが、
神の目には、選ばれた、尊い、生ける石です。」（Ⅰペテロ2:4）
「家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった」（Ⅰペテ
ロ 2:7）忙しさから抜け出し、この土台の上に私たちの人生を置
きましょう。

「過去を超えることも、他人の行動を変えることも、失全的な運命
を変えることもできないが、私たちは最後に残った一つの手綱で
ある自分の意識を変えることはできる」
これは、チャールズ・スウィンドル牧師の言葉です。聖書には、
人を変えることではなく、自分を変えることが書かれています。
私たちがいくら外側をよく見せても、自分を変えることはできま
せん。しかし、私たちが忙しさとねたみを捨てるとき、私たちの
内側が変わっていきます。
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Ｎ／ＯＦＦしてきます。ですから、私たちは自分の弱点スイッチ
がどこにあるかを知り、その古い人を脱ぎ捨てる必要があります。
脱ぎ捨てたふりや、教会にいるときだけ脱ぎ捨てて、教会を出る
ときにもう一度それを拾って着ないように気をつけなければいけ
ません。あなたは新しく生まれたからです。古い人を脱ぎ捨てる
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イスラエルの民は定住できない焦りから、神様に文句を言ってい
ました。そんな民を見て、モーセはリーダーを辞めさせてほしい
と訴え、居場所を失いました。しかし、私たちは居場所を失った
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神の目には、選ばれた、尊い、生ける石です。」（Ⅰペテロ2:4）
「家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった」（Ⅰペテ
ロ 2:7）忙しさから抜け出し、この土台の上に私たちの人生を置
きましょう。

「過去を超えることも、他人の行動を変えることも、失全的な運命
を変えることもできないが、私たちは最後に残った一つの手綱で
ある自分の意識を変えることはできる」
これは、チャールズ・スウィンドル牧師の言葉です。聖書には、
人を変えることではなく、自分を変えることが書かれています。
私たちがいくら外側をよく見せても、自分を変えることはできま
せん。しかし、私たちが忙しさとねたみを捨てるとき、私たちの
内側が変わっていきます。

「生き方によって選びを示す」   
Ⅰペテロ2:1-4, 民数記11章

さいごに

「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られ
た者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなり
ました」 （Ⅱコリント5:17）
今、苦難があるかもしれません。そんなとき、神様の前に出て、
みことばの乳を慕い求めてください。赤子のように泣きながら、
神様の腕にとびこむとき、神様が私たちを癒し、慈しみと憐み
で覆ってくださいます。
そして、ただの漁師であったペテロが、神様によって造り変え
られたように、私たちも神様によって造り変えられていること
を信じましょう。新しく生まれた私たちは、生き方を示してい
くことができます。私たちが変わる奇蹟をとおして、私たちの
周りの人が変わります。その奇蹟をともに味わいましょう。

「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られ
た者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなり
ました」 （Ⅱコリント5:17）
今、苦難があるかもしれません。そんなとき、神様の前に出て、
みことばの乳を慕い求めてください。赤子のように泣きながら、
神様の腕にとびこむとき、神様が私たちを癒し、慈しみと憐み
で覆ってくださいます。
そして、ただの漁師であったペテロが、神様によって造り変え
られたように、私たちも神様によって造り変えられていること
を信じましょう。新しく生まれた私たちは、生き方を示してい
くことができます。私たちが変わる奇蹟をとおして、私たちの
周りの人が変わります。その奇蹟をともに味わいましょう。

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

山本心春　栗原颯汰

泉水幸誠

新開佑香　野上怜律

李雋英

佐藤伶香

佐々木徹心

實金克治

堀川あや

偽りをぬぐい去る真実偽りをぬぐい去る真実

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

　私は、今年受験した理学療法士国家試験に、あと 1 点で受かる
ことができませんでした。正直、自分の中ではかなりの努力をして、
やれることはやってきたと思っていただけに、しばらく立ち直るこ
ともできなければ、完全に全てがどうでもいいやと感じるように
なっていました。この結果に対してなぜ？と自分自身を責めたり、
神様になぜですか？と何度も聞きました。そこで神様は「努力はよ
くしていた、でも少しでもそこに私がいたか」と問いかけてきまし
た。確かに、自分は都合の良いときだけ神様に祈って、それで与え
られなかったら神様の責任にして、いつも自分の考えだけを先頭に
立たせていました。
　また、自分は大きな決断だったり、日々の小さな葛藤や思い煩い
が出ても祈れない弱さがあります。全てを自分の意見だけで押し通
して、何とかしようとする弱さがあります。そして今も、同級生の
働いている姿や、他の人が頑張っているのを見たり、その話を聞い
たりすると、自分は何をしているのだろうと、時々すごく悲しい気
持ちになって、国試留年生というレッテルに推し潰されそうになる
ことがあります。でも、神様は力は弱さの中でこそ十分に発揮され
る、そして、あなたがたを耐えられない試練にあわせることはない
と約束されています。だからこそ、これからは神様といつも共に歩
む決断をして、どんなことでも「神様と共同制作をしよう」という
思いで、困難があれば素直に助けてくださいと告白し、神様の計画
の中を歩むことを大切にしていこうと思います！

人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる
その人は倒れてもまっさかさまに倒されはしない。主がその手を支
えておられるからだ。（詩篇 37:23～24）

じょいふるキッズ15：00~

早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

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~

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

みことばを慕い求めるみことばを慕い求める

慕い求めるために慕い求めるために

忙しさ・妬み忙しさ・妬み

定住：人々に捨てられた石、その上に人生を置く定住：人々に捨てられた石、その上に人生を置く

自分の意識を変える自分の意識を変える


