
　

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

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（8月22日）

唯恵 伝道師 
全本 みどり
西山 秀平
小根久保ゆう太
日名 洋　　　
山本 麻美
日名 陽子
岡本 享子
西嵜 芳栄
秋山 恭子 
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エゼキエル書 20~26  水 23金 25

「モドキ先輩と共に」「モドキ先輩と共に」
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

　各　自

　各　自

富岡陽子

平澤一浩   山本淳平

鈴木由美子

　

澤口来海

（ ２０２１年８月８日 ）

（要約者：澤口明子 ）

誕生者のお祝い

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(20章～26章)を読み進めていきましょ
う。23 章は北イスラエルと、南ユダの主に対する反逆を貞操
のない 2 人の姉妹のたとえとして語られています。姉のオホ
ラは「彼女の天幕」を意味し北王国の首都サマリヤ、妹のオ
ホリバは「私の天幕は彼女の内に」を意味し、南王国の首都
エルサレムとそれぞれの国を表しています。「同じ母の娘」
は両国が元は一つの国であったことを示しています。そして、
オホラ、オホリバは共に「天幕」を意味するヘブル語オヘー
ルに関係する造語を使っています。「天幕」は主の臨在の幕
屋を指し、2 人が主のものであることを意味しています。2
人は天幕を偶像礼拝の場とする同じような罪を犯しました。
そして、姉オホラの悲劇的結末を目撃していながら、そこか
ら教訓を得ることなく、姉以上の淫行を行い、自分は滅びな
いと高をくくってエゼキエルの言葉に耳を貸そうとしなかっ
た事が描かれています。エゼキエルは彼女たちの罪の現実を
指摘し、結果が何であるか語り続けることを命じられました。
裁くのは神様の務めで、神様の御言葉に心を向けさせること
がエゼキエルの務めでありました。私達も御言葉に心を向け、
今日何と語られているか祈り求めて歩みましょう。

  今週もエゼキエル書(20章～26章)を読み進めていきましょ
う。23 章は北イスラエルと、南ユダの主に対する反逆を貞操
のない 2 人の姉妹のたとえとして語られています。姉のオホ
ラは「彼女の天幕」を意味し北王国の首都サマリヤ、妹のオ
ホリバは「私の天幕は彼女の内に」を意味し、南王国の首都
エルサレムとそれぞれの国を表しています。「同じ母の娘」
は両国が元は一つの国であったことを示しています。そして、
オホラ、オホリバは共に「天幕」を意味するヘブル語オヘー
ルに関係する造語を使っています。「天幕」は主の臨在の幕
屋を指し、2 人が主のものであることを意味しています。2
人は天幕を偶像礼拝の場とする同じような罪を犯しました。
そして、姉オホラの悲劇的結末を目撃していながら、そこか
ら教訓を得ることなく、姉以上の淫行を行い、自分は滅びな
いと高をくくってエゼキエルの言葉に耳を貸そうとしなかっ
た事が描かれています。エゼキエルは彼女たちの罪の現実を
指摘し、結果が何であるか語り続けることを命じられました。
裁くのは神様の務めで、神様の御言葉に心を向けさせること
がエゼキエルの務めでありました。私達も御言葉に心を向け、
今日何と語られているか祈り求めて歩みましょう。

牧 一穂 牧師
河島 稜 
日名 洋
泉水 京子
秋山 耕平　

　

8 月の誕生者
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辻 総一郎

  私たちは周りから入ってくる情報をどのように聞き判断しているで
しょうか？インタ―ネットや人から見聞きする情報を一方的な話だけ
で、判断してしまうことはないでしょうか。今回の聖書箇所にも偽り
の情報によって誤った判断をしてしまった出来事が出てきます。ロー
マの非常な迫害下の時代であっても、初代教会は福音を述べ伝え続け
多くの人々が救われていた時代でした。しかし、キリスト者が集まる
とそこには違った教えをばらまく人たちもいたのです。当時のローマ
帝国は異端の教えを広めるために男性を好色によって誘惑するような
風潮がありました。人々は誘惑され多くの人が道を外れてしまいまし
た。現代の私達の周りにも偽りの情報が溢れています。教会の中でも
例外ではありません。吹聴の情報はあります。だからこそ、聞く情報
に対して私たちはどのように対処していくか、学んでいきたいのです。

　私たちは偽りの情報に惑わされ、偽りの情報を聴いて信じてしまう
事があります。教会の中でも人のうわさ話などあなたを間違った道に
導くような情報があります。偽りの情報によってあなたは真理の道か
らそしりを受けるようになるとあります。偽りの情報を聴いて惑わさ
れることに問題があるのです。あなたの耳元でささやかれる偽りの情
報に聞いて影響を受けてしまいます。だから偽りの情報に耳を貸して
はいけません。

創世の時代から次第に人間は神様に罪を犯し、不貞に陥っていきまし
た。神様が粛清をしようとしたときノアとその家族へは箱舟を造って
洪水から逃れるように命じられます。ノアは神様の声に従い山の頂上
に船をつくります。そこには周りの人々からの批判や惑わそうとする、
たくさんの悪い声がありました。しかし、それらには惑わされず、ノ
アは箱舟を完成させました。ではノアは正しい人だったから救われた
のでしょうか。そうではありません。聖書には義人は一人もいないと
書かれています。ノアの周りにはノアを惑わそうとするたくさんの情
報がありました。ノアにも葛藤があったはずです。その中でも、神様
を信じてやり続けました。葛藤と戦って洪水から救われたのでした。

　ソドムとゴモラの街を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への
みせしめとされました。無節操な者たちの好色な振る舞いによって悩
まされていた義人ロトを救いだされたということが書かれていますが、
ロトはただしい人だったのでしょうか。
『というのは、この義人は、彼らの間に住んでいましたが、不法な行い
を見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。』（Ⅱ
ペテロ 2:8）私たち人間は正しい人など一人もいません。なにか失敗し
たとき、言ってはいけないことを言ってしまったとき、諦めないで本
当の自分に戻ろうとすることが大事なのです。
ノアやロトは「自分はこれでよいのか？」と向き合う姿勢でした。
2:10『汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対
しては、特にそうなのです。彼らは大胆不敵な、尊大な者たちで、栄
誉ある人たちをそしって、恐れるところがありません。』（Ⅱペテロ2:10）
情欲とは物に対する欲や人からの評価を期待する心、欲によって人の
ものを奪い去っている。それが肉に従って歩むということです。逆に
義人とは、自分の心の中にある欲に対してこれだはいけないと向き合
おうとする姿勢です。眠気や食欲、物欲、自分の評価をあげようとす
る欲。人間が堕落するのは自分にとって大切なもの以上に目先の欲を
得ようとするときです。自分の評価をあげるために相手をおとしめま
す。人のうわさ話を自分から話したり、それを聴いてしまうのも罪です。
もし、聞いたならば、責任があります。解決まで導かなければなりま
せん。一番は祈ることです。そして、神様がせよと言われたことを行
うのです。

バラクというエドムの王がいました。エドム人というのはロトが自分
の娘との間にできた子どもの一人からできたのがエドム人です。エド
ム人はイスラエルと敵対していました。カナンの地を目指しているイ
スラエルの民三百万人を目の前にしてエドムの王バラクは恐れます。
そこで、王バラクは呪術師であるバラムを呼びます。（バラムは混血で
あり、堕落していたが、神様の事はよく知っていた）バラク王はイス
ラエルの民を呪うように命令しました。（バラムは金銭的、性的に弱い
面があった）王バラクにお金をしめされ誘惑されます。神はバラクの
ところへ行ってはならないと止めます。バラムはその誘惑を断ち切れ
ないままでいると神はバラクのところへ条件をつけて行くことを認め
ます。しかし、神様はものをいうロバによってバラムを目覚めさせます。
これによって、バラムがバラクの所にいくのは神の本意で無かったこ
とが読み取れます。バラムは神様が出された条件のとおり、必要な事
しか語りませんでした。バラムはひとたび神に従ったようですが、結
果的にはエドム人は罪によって滅んでしまうのでした。民数記は神に
従った人と、従わなかった人の記録です。
ペテロは誘惑について繰り返し語っています。正しく振舞ったように
見えても人の心の根底にある欲はその人の人生を結局、破滅に向わせ
ます。ですから、惑わしの声を聞かないことが重要なのです。
神様はエドムという悪があったのちにもイスラエルの民が神の守りの
中にあることを知らしめたのでした。悪は神の土台を壊そうとします
が、しかし、神はその上に十字架を建てることができるのです。

私たちの周りにはたくさんの問題が起きます。問題を解決しようして
いる人を批判したりすることが問題解決になるのでしょうか。また、
問題が起きるからやめることが正しいのでしょうか。そうではなくて、
最善は何かを判断しなければなりません。何が真理でしょか。聖書が
伝えている真理は愛です。
ヨハ14：6　イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、真理であり、
いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもと
に来ることはありません。」
私たちは周りの人たちの声を、愛をもって聴かねばなりません。間違っ
たことをしている人をまず愛して、愛が届く方法を選ぶのです。その
うえで祈って情報を処理しなければなりません。間違った判断をして
しまう人に気を付けるよう言っているのではなく、そのような人から
影響を受けるのではなくその人を愛することを伝えたいのです。北か
ら情報を聴いたなら、東、西、南、あらゆる方向から聴き、神様の声
に聴き従い、神様に解決していただくのです。

「生き方によって選びを示す ー成熟編ー
　注意！惑わされるな ～真理とは何か～」　 　Ⅱペテロ２：１～22

まとめ…

ルールがあなたを縛るのではありません。愛があなたを自由に
します。そして誘惑は私達のただ中にある事を忘れてはなりま
せん。愛には「するべき時」と「してはならない時」があります。
それを判断するのは「神のことば」しかありません。御言葉に
よって分別できる力が与えられるように祈りましょう。

 15:22 するとサムエルは言った。「主は【主】の御声に聞き従
うことほどに、全焼のいけにえや、その他のいけにえを喜ばれ
るだろうか。見よ。聞き従うことは、いけにえにまさり、耳を
傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。
 15:23 まことに、そむくことは占いの罪、従わないことは偶
像礼拝の罪だ。あなたが【主】のことばを退けたので、主もあ
なたを王位から退けた。」（Ⅰサムエル記15:22～ 23）

ルールがあなたを縛るのではありません。愛があなたを自由に
します。そして誘惑は私達のただ中にある事を忘れてはなりま
せん。愛には「するべき時」と「してはならない時」があります。
それを判断するのは「神のことば」しかありません。御言葉に
よって分別できる力が与えられるように祈りましょう。

 15:22 するとサムエルは言った。「主は【主】の御声に聞き従
うことほどに、全焼のいけにえや、その他のいけにえを喜ばれ
るだろうか。見よ。聞き従うことは、いけにえにまさり、耳を
傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。
 15:23 まことに、そむくことは占いの罪、従わないことは偶
像礼拝の罪だ。あなたが【主】のことばを退けたので、主もあ
なたを王位から退けた。」（Ⅰサムエル記15:22～ 23）

セル祈祷会

早天祈祷会6：00~

松田沙和奈 西嵜璃愛

  今年 3月「真庭版逃走中」というイベントが行われました。
その時に登場した悪役「モドキ先輩」このキャラクターのイメー
ジが与えられた時は、まさに神様の憐れみでしたし、さらに恵
みをあたえられました。ある企画会議で睡魔と戦う中、発言を
求められ焦って思いついた事を言ったのが「逃走中」でした。
正直、「企画倒れにならないかなぁ」と思っていました。しかし、
そんな思いとは裏腹にこれがピックアップされ、話がどんどん
進んでいく事に恐れを感じました。
「もうダメだ、この流れは止まんない。神様助けて‼」って祈っ
たら、いろいろなキーワードとイメージが与えられました。そ
れに、いろいろな方のイメージや衣装も加えられ、「悲しき怪
人モドキ先輩」が誕生してしまったんです。自分の想像なんて
はるかに超えたキャラクターが出来上がってしまったとしか言
いようがありません。数年前なら被り物を被ったりして演技を
するなんて恥ずかしくて出来ないと思っていました。だから、
「モドキ先輩」を自分が演じる気はなかったですが、同時に
「ちょっとやってみたい」という気持ちにもなっていました。
結局「モドキ先輩」を演じる事になり、「モドキ先輩と共に本
当のつーじーを取り戻していくんだね」と言われた事が「なる
ほど。」と納得していました。今では、あれだけ恥ずかしいと思っ
ていた全身タイツも、必要とあらば着て演じることが楽しいと
さえ思えます。
神様に降参し、助けてとさえ言えば、必ず助けて下さり、自分
のマインドさえも造りかえて下さいます。日々神様に両手を上
げて降参し、追ってくる恵みを受取っていきます。

『まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、
私を追って来るでしょう。私は、いつまでも、【主】の家に住
まいましょう。』　詩篇 23篇 6節

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

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
日名家チーム
西嵜家チーム
草井家チーム

一部の情報だけを見て判断していないか一部の情報だけを見て判断していないか

バラムの道（民数記22~24章）バラムの道（民数記22~24章）

早天祈祷会6：00~

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

　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
  9 日　高橋司
13 日　曽我郁斗　　

ノアノア

ソドムとゴモラソドムとゴモラ

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~

サミルｵﾝﾗｲﾝ
サンデーキッズ

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

　

　岡本爽

淺野愛可　村部稜太

　　　佐藤仁実　藤原友規子

　

　　　

25 日　岡本爽
29 日　鈴木由美子
　　　 

新開彩

　

三戸悠暉　眞砂永一

　

那須陽子　小根久保麻由美

　

青木容子

真理とは何か?真理とは何か?

主日礼拝

早天祈祷会6：00~ じょいふるキッズ15：00~
ﾕｰｽ礼拝17：00~

ﾕｰｽ礼拝16：30~


