
　

TESTIMONY礼拝開始（10時15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

横山淳平
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来週の奉仕者
（8月8日）

行司 伝道師 
岩﨑 祥誉
辻 総一郎
富岡 美千男
全本みどり　　　
山本 麻美
岩﨑 雅弘
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名越裕晃

富岡陽子

山本淳平　濱田竜司

　

澤口建太　平澤初実

　　　曽我郁斗

澤口来海

（ ２０２１年７月25日 ）

（要約者：髙橋奈津江 ）

チャーチミーティング

サランｵﾝﾗｲﾝ
合同集会 (ﾕｰｽ)

今週もエゼキエル書 (6 章～ 12 章 ) を読み進めていきましょう。
8 章～ 11 章でエゼキエルは神殿についての幻を見ます。幻の
中でエゼキエルは神殿を訪れ、そこで起きている事実を見る事
になりました。神殿の正面の外庭に大きな偶像が建てられ、イ
スラエルの長老たちが神殿の外でも中でもそれを礼拝している
ところを見ます。イスラエルの女たちは、バビロンのタンムズ
という偶像を拝んでおり、神の栄光の王座が神殿を離れ、東の
バビロンに向かって行くところで幻は終わります。このように
して、神の栄光が東のバビロンにいるエゼキエルに現されたか
が 11 章でわかります。イスラエルの民は露骨に偶像礼拝をし
契約違反をして神様を追い払いました。そこで、神様は神殿を
離れさり、神殿を破壊すると定められました。しかし、それで
も神様は民を見捨てることがなく、捕囚先まで一緒に行かれま
した。そして、11 章の幻の最後で神様はイスラエルの残りの
民を国に返し、彼らの石の心を新しい肉の心に変え神様を愛し
て従う事ができるようにすると約束されました。何度も何度も
神様を裏切る行為を行っているにもかかわらず、再び立ち返る
事ができるよう心も造りかえて下さる神様の慈悲深さ、恵みの
大きさを感じる事ができる箇所です。
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ところを見ます。イスラエルの女たちは、バビロンのタンムズ
という偶像を拝んでおり、神の栄光の王座が神殿を離れ、東の
バビロンに向かって行くところで幻は終わります。このように
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サンデーキッズお泊り会
　　ユースキャンプ

ある大学の理事長が毎年、入学者数の定員割れに困っていまし
た。しかし理事長が辞める情報を流すと、受験者数が倍増しま
した。問題に対して自分が原因であると気づかなかった理事長
のように、人は自分のことが見えていません。自分の問題や素
晴らしい本当の自分を見出だせていますか？
教えから学ぶ恵みもありますが、聖書は生き様も伝えており、
生き様を学ぶと私たちは変わります。今週もペテロの生き様か
ら学んでいきます。
イエスが命をかけて十字架に向かうとき、ペテロは命をかけて
イエスを知らないと言う大失敗をしました。しかしペテロは死
を目前にしたとき、私たちが近視眼にならないように、こんな
大失敗をした裏切り者の自分でさえこんなに変わるということ
を伝えたい思いで手紙を書きました。死は分かつものではなく、
結び合わされるものです。私たちは生きることもキリストの姿
を表し、死ぬこともまた神が益としてくださいます。
『だからこそ、あらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には
知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を，
敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。』（Ⅱペテロ１:
6～ 7）
徳とは卓越性（自分の本来の素晴らしい姿）のことです。自分
のために命をかけてくださったイエスキリストを信じることに
よって、自分の卓越性を信じることができます。それを体験し
て知ると失敗しません。教会で様々な人に出会うと、今までの
否定的な価値観が違うことに気づかされます。そのように自分
が素晴らしいことを体験すると、もっと信じられるようになり
ます。だから召し集められた人たちと共に礼拝する関係のコ
ミュニティは大切です。今まで比較してプライドで生きてきた
私たちは、弱さを認めて卓越性を信じると、他の人の素晴らし
いところも見出せ愛せるようになります。その人の素晴らしさ
を信じる人がいると、その人は変わります。

ある生徒が楽譜を見て上手に演奏をしたとき、先生から「楽譜
通りに弾いたと思うが、この楽譜には答えはない。この曲を作っ
たバッハが、何故この曲を作り奏で礼拝したのかは今は誰も見
た人はいない。だからあなたは感じ表現しなければいけない。」
と言われました。
ペテロの手紙も実際にペテロを見た人はいませんが、遺言とし
て残されたこの手紙から自分が今どう生きるべきかを、聖書か
ら「感じる」ことが大切です。ペテロは口出ししてしまったとき、
神が「これはわたしの愛する子、わたしの喜ぶ者である。彼の
言うことを聞け。」と天からかかったこの御声を、自分自身で
聞いたことを思い出していました（Ⅱペテロ 1:15～18 マルコ
9.2-10）。
私たちにも同じ言葉が語られています。あなたも自分自身で聴
くことが大切です。

ペテロは、作り話ではなくキリストの威光の目撃者、証者であ
ると言っています。ペテロの証をあなたも継承したのです。死
は私達が生を受けたその時から、背負うものである。伝えまし
た。私達は自分に与えられたアイデンティティに立って生涯を
全うすることが、聖書が私達に与えている責任であります。自

分の人生で体験したことを、生き様を通して伝えるのです。
私達は神の子、その存在を喜ばれています。今ある問題や弱さ
に対して向き合い乗り越えるとき、私達は目撃者となることを
覚えましょう。だからこそ、近視眼になるなと聖書は伝えてい
ます。

アルフレッド　ノース　ホワイトヘッド哲学者はクリスチャン
でしたが、途中から信仰を捨てて無神論で生きると決めました。
老年になったある豪雪の遭難しかけているとき、穴の中に落ち
ていた老婆の賛美が聞こえ必死で助けました。その老婆は「こ
んな老婆を助けてくれるなんてよっぽど熱心なクリスチャンな
のですね」と言うと、彼は「今は無神論者です。」と応えます。「そ
うかしら？あなたの内側には染み付いているんですね。」と言
われたことから、彼は教会に戻り、その後は素晴らしい記録を
沢山残し、彼の考えは多くの人に影響を与えました。このよう
に神は全く予想しない方法で教えて本来の道に戻してくださる
のです。
ある姉妹がいました。姉は小さいときから妹の面倒を見ていま
したが、妹が非行に走り、いなくなればいいと思っていました。
しかし、ガンで先に死ぬことになったのは姉の方でした。妹は
姉の病気を知ると変わりました。子供の頃に姉がしてくれたよ
うに姉に良くし、姉の残りの時間に生きる力をくれる存在にな
りました。あなたのしたことも、思い通りにならなくても生き
ています。命をかけて残そうとするイエスの姿も感じられます。

今、逃げているその問題や弱さがあるのなら向き合う決断をし
ましょう。ペテロが死期を察して残した最期の手紙は私に向け
られたものです。だからこそ、ペテロが造り変えられる姿をみ
て自分も変わることができるという希望があります。「できな
い」自分を偽らず、素直に神様の前にでれば良いのです。「イ
エスキリストに起こったことは、私にも起こる」だから私達も
変わることができます。生きる者には信じるという責任があり
ます。「変わることができる！！」事を信じましょう。

「生き方によって選びを示すー成熟編ー
人生のシナリオ ～死から継承～」　 マルコ９：２‐10　Ⅱペテロ1：15-１8

最後に…

死は、気づかせ、結び合わされるものです。イエスの十字
架の死によって、ペテロは生きる指針を示す姿に変わりま
した。生きている私たちは、信じる責任があります。ペテ
ロの遺言から、神の方法と計画を信じ乗り越えていきま
しょう。

失敗しても逃げずにあきらめずにイエスと共に生きると決
断しましょう。創造された本来の素晴らしいあなたの姿に
戻っていきます。

あなたが信じるなら、神の栄光を見るとイエスキリストは
言われました。
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高橋司

松田沙和奈

秦泉寺朗子

西嵜真由美

西嵜璃愛

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　今年、８月２１日から１０８日間のクルーズ旅行を楽しみに
していましたが、残念な事にコロナ渦のため中止する事にしま
した。目標を失い、何の楽しみもないように感じ、「どうしてこ
んなにコロナが長引くの？ひどいじゃない！」と神様に言って
しまいましたが、神様は「今じゃないよ。」と言っているのかな
と感じたりしていました。そんな中、以前チャーチミーティン
グでもお話しをさせて頂いたアンネのバラのことを思い出しま
した。根元から折られたバラを見た時、「もうだめかな。」と思
いましたが、気が付くと地際から芽がのぞき、オレンジの蕾を
つけ、それが２０輪近くになっていました。よくぞ元気に育っ
てくれたと喜びと感動が溢れました。コロナ渦で旅行に行けな
くなり、教会に足を運べる機会も減り、失望の中にありました
がアンネのバラのように希望があることを思い起こすことがで
きました。教会の道沿いの花壇では４月にはチューリップ、５
月にはバラ、ジキタリス、６月にはグラジオラス（紫色から始
まり黄色、白、ピンク、赤）、７月にはマリーゴールド、ジニア
が次々と咲いています。そんな花たちを信号待ちの車から見て
下さっている方々の姿を見る時、本当に嬉しいです。また教会
にたくさん行ける日を、旅ができる日を楽しみに待ち望んでい
きます。

「この希望は失望に終わることがありません。」ローマ 5：５

早天祈祷会6：00~

14 日　西嵜真由美
　　　 富岡喜千朗
15 日　富岡陽子

22 日　平澤一浩
　　　 濱田竜司
　　　 山本淳平

カラダンジョン

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~

じょいふるキッズ15：00~

早天祈祷会6：00~
教会礼拝チーム
岩﨑家チーム
岡本家チーム

本来の姿本来の姿

神の方法神の方法

早天祈祷会6：00~

16 日　松田沙和奈
20 日　澤口来海
21 日　西嵜璃愛

早天祈祷会6：00~

 主　日　礼 　拝 主　日　礼 　拝

早天祈祷会6：00~
20：00~県北祈祷会

セル活動

　１日　名越裕晃
　 6 日　平澤初実
　　　  横山淳平
　　　  澤口健太

  7 日　秦泉寺朗子
  8 日　高橋司
13 日　曽我郁斗　　

感じる感じる

失敗を繰り返さない決断失敗を繰り返さない決断
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サンデーキッズ
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岡本爽

　

　　　

平澤一浩

　

　　　

富岡喜千朗

25 日　岡本爽
29 日　鈴木由美子
　　　 


