
　

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。

早天の窓

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

◎昇天日→５月２６日 (木 )
◎聖霊降臨節 (ペンテコステ )→６月　５日 (日 )

祭日名 月日 聖書箇所 出来事

棕櫚の主日 ４月１０日（日） マタイ 21:1 ～ 11 エルサレムで迎えられる

４月１１日（月） マタイ 21:12 ～ 17 宮潔（みやきよめ）

４月１２日（火） マタイ 21:23 ～ 24:2 神殿で教えらえる

陰謀の水曜日 ４月１３日（水） マタイ 26:1 ～ 16 陰謀とベタニアの香油

洗足記念日 ４月１４日（木） マタイ 26:17 ～ 30 最後の晩餐

受難日 ４月１５日（金） マタイ 27:1 ～ 56 イエスの裁判と死

聖土曜日 ４月１６日（土） マタイ 27:57 ～ 66 墓に埋葬される

復活祭日 ４月１７日（日） マタイ 28:1 ～ 15 イエスの復活

早天祈祷会6：00~

来週の奉仕者
（４月１７日）

西嵜 伝道師
全本 みどり
山本 洋子
秦泉寺 朗子
西嵜 真由美
山本 麻美
行司 伝道師
岩崎 雅弘
日名 陽子
岩崎 まりこ
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今週は… エズラ７章１１節～ローマ５章１１節

　～リビングライフより～

「受難週からイースターの歩み」「受難週からイースターの歩み」

司 　 　 会
代 表 祈 祷
献 　 　 金

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

チャーチミーティング

（ ２０２２年 ４月３日 ）

（要約者：神達 良子 ）

福澤先生
特別セミナー

今週のリビングライフでは、希望で始まった神殿建築は、敵の妨害によって、
アルタクセルクセス王の時、エルサレムの町の再建を中止せよと命令が下され
ました。しかし神は、預言者を通してご自分のみこころを伝えられます。ダレ
イオスが王であった時、神は預言者ハガイとゼカリヤを遣わし、神殿建築を再
開するように促されます。ダレイオス王がバビロンの文書保管所を調べさせる
と、キュロス王の勅令文書が見つかります。そこには、神殿の場所、大きさ、目的、
建築法だけでなく、費用が王家から支払われ、神殿の器を元の場所に戻すよう
にとの命令までありました。これにより、イスラエル人が告げたことがすべて
事実であることが証明され、さらには、神殿建築の費用はすべて王家から支払
われるということまで確認されました。完成するまで支援を受ける根拠まで得
たのです。神の助けによって、神殿建築が成功する道が開かれたのです。16
年間も神殿建築を中断していた民は神のことばを聞いて力を得て、神殿建築を
再開しました。
神の導きにより、神殿の建築は順調に進みます。イスラエルはダレイオス王の
第６年に神殿を完成させます。イスラエルは、神殿の奉献式を祝います。喜び
と悲しみの入り混じった着工式の時とは違って、捕囚から帰って来たすべての
民が喜びをもって祝います。敵の妨害によって工事が中断される困難もありま
したが、神が彼らとともにおられ、すべての妨害を断ち切り、神殿の完成まで
導いてくださるのを明らかに体験したのです。私たちにも同じことが起こりま
す。時には妨害に遭ったりつまづいたりすることがあるでしょう。そんな時、
現実だけを見るのではなく、主に信頼して、主から委ねられた使命と計画を進
めましょう！

牧 一穂 牧師
日名 洋  
行司 佳世伝道師
西山 秀平

　

4 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：
代 表 祈祷：
献　　　金：

 

　

　聖書に登場するヒゼキヤは死の病を恐れ、神様に向かって泣きながら祈
ります。預言者イザヤを通して「あなたの病は癒されない」と言われますが、
それでも自分のことだけを思い祈ると、結果として「あなたの時は 15 年
延ばされた」と言われます。ヒゼキヤは喜び、それでも証を欲しがります。
神様は日時計の影をヒゼキヤの希望する方に動かされ、証明をされました。
ヒゼキヤはその後 15 年人生を延ばされましたが、それまでの人生と比べ、
よい年月ではありませんでした。
神様は心の内の願いを聞いてくださいます。しかし、その願いが神様の御
心でないものの場合、叶ったとしても結果として良いものになるとは限り
ません。私たちは神様の前に祈る祈りを整えなければなりません。

　Ⅰテモテ 3：15 はこの手紙の目的であり、私たちがどのように行動すべ
きかを知ることだと書かれています。そのため先週までのメッセージで、
男性と女性の役割、またリーダーとしてどう行動すべきかを学びました。
それは外側を着飾るのではなく、非難されることなく、自分の家庭をよく
治めることでした。しかし私たちはその通りできるかと言われるとできま
せん。
聖書の律法は、私たちを罪に定めるためではなく、私たちは失敗する者、
罪人だということを伝えるためにあります。そして罪人であることを認め
てイエス様のもとに帰ること、間違いを認めどう改めるかを聖書は教えて
います。旧約聖書では人が罪を犯したときどのように行動したかが記され、
悔い改めなければ神様の怒りに触れることが分かります。しかし、私たち
は自分の過ちを認めて謝ることが苦手です。ですから、ローマ書を通して
自分が罪人だということを徹底的に学びました。そこで自分はダメだと思っ
て終わるのではなく、「自分には何もできないと分かったとき、神様が造っ
てくださった元の姿に戻れるように祈ることで、神様が働いてくださるこ
とを知り、神様に栄光を返し、神様が油を注いで下さる」というよい循環
が起こります。

　テモテの手紙は、エペソの教会にテモテが派遣され、その教会でどのよ
うに牧会すべきかを書かれています。この内容は今日のすべての教会に送
られているメッセージであると言えます。このころの背景は、アルテミス
神殿に現わされているように外見を着飾り、それを神の家と考えていまし
た。私たちは外見に目が向きやすいですが、内側を改めなければなりません。
内側とは神の家、つまり家族です。神の家（オイコス）とは建物を指して
いるのではなく、そこに集うすべての人を指しています。家族とは、途中
で切れたり離れたりして終わることがありません。そして、教会に関わる
すべての人が神の家の家族です。
私たちは神の家族です。私たちの職場、学校、家庭などすべての場所が私
たちに任された神の家です。そこで男として女として、父として母として、
リーダーとして立ち位置を明確にし、評判がよくぶれることがないように
しなればいけません。

　そこで大事なのは私たちの目線です。聖書の中の多くの人物が、偏った
目線で物事を見ています。例えば５千人の給食の記事を思い起こしてみま
しょう。弟子のアンデレは２匹の魚と５つのパンを持っている少年に目を
留め、それをイエス様に差し出しました。一方ユダは、５千人以上の群衆
を見て、イエス様に現実に難しい事を遠回しな表現ですが、反論に近い様
子を伺うことができます。このように信仰の目線と現実の目線では全く見
ているものが違ってきます。この記事から、信仰の目線で自らが感謝して
裂いて隣人に分けたときに祝福は増え広がることが分かります。どちらの
立場で見るかで、私たちも偏った見方をしてしまいがちです。そこで聖書
には「神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は、真理の柱ま
た土台です（Ⅰテモテ 3：15）」とあります。真理の柱の土台とは、私たち
の心の内にある大切なもの、つまり私たちの目線で見たものや考えたもの
ではなく、聖書が教えた十字架の恵みです。

　十字架の恵みとは、16節にある「敬虔の奥義」です。「キリストは肉に

おいて現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間
ｓに宣べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに上げられた。」（Ⅰテ
モテ3：16）これが「教会」です。
イエス様はご自分のすべてを投げ出し、私たちと同じ肉の身体で来てくだ
さいました。そしてバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時、聖霊様
が下り、義と認められました。ここでいう聖霊とは「プニュマハギオ」と
いう「聖い霊・偉大な力」です。神様はイエス様を人々の前で聖い人とし
て認められました。なぜなら人としてお生まれになったのに 40 日間の断
食の中で悪魔の誘惑に遭いましたが、陥ることがなく、生涯罪を犯すこと
が無かったからです。またイエス様が生まれたとき、御使いたちが共にい
て、神の臨在と御使いがいつもイエス様を守ったということは、神様の計
画の中に彼がいたということが分かります。そしてイエス様が人々のため
に十字架に架かって恵みを残したということが、世界中に宣べ伝えられ、
世界中で信じられ、栄光のうちに上げられました。
私たちはこの奥義を理解しているか、真理の土台に立っているか、外側だ
けを着飾っていないでしょうか。また、私たちの内側に真理の土台があり、
失敗したときに自分が悪かったことを認め戻すことができているでしょう
か。そしてそれが教会で保たれているということを今日もう一度確認しま
しょう。あなたにたとえどんな地位があったとしても、外側で着飾ったと
しても、この偉大な奥義を理解していないのなら全く意味がありません、
あなたが存在するによって、神の真理の土台が内側に築かれているのです。
私たちは教会で研ぎ合い、愛し合います。しかし、目線を間違えてしまうと、
批判と捉えたり、関わらなかったり、見て見ぬふりをしてしまい、「無関
心の罪」となってしまいます。それは愛ではありません。神の家とは、私
たちが関係ないと思うような人も含まれていて、その人への関心を失わず、
愛そうとする場所です。

　神様は人類の救いの為の計画を持っていました。そしてイエス様はその
計画に従いました。真理の土台がある人は、目的に向けて、そのために何
をしなければならないかを見ます。逆算し計画を実行します。反対に土台
がない人は、明日をどうするか？目の前のこと、自分中心のことを考えま
す。だからこそ、先ほどから述べているように目線が大切です。神様の目
線か？それとも自分の目線か？どの目線で物事を見ているかが大切なので
す。

　隣保館を作った人。富豪の家族のもと、大学を首席で卒業するような天
才でしたが、骨髄の病気になり、妊娠もできない身体になり、すべてを失っ
た彼女はアメリカを出ます。スペインの貧困の地域で、喜びに満ち神様に
礼拝しながら過ごす人々を見て、自分が外側を見ていたことに気づき、こ
のままでいいのかと人生を見直します。そしてアメリカに戻り、孤児院を
開き、貧困の子どもや障がい者のための計画を築いていきました。彼女は
身体に障がいを持ちましたが、目線を変えられたことで、神様の目線と本
当の自分を取り戻すことができました。

 Ⅰテモテ3： １４～１６

今週はイエス様が私たちの為に十字架に向かわた週です。受難からイースター
までの出来事を振り返りつつ、感謝と祈りをもって過ごしましょう。

セル活動

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~

　

　　　

　　　 

　

教会とは神の家、家族教会とは神の家、家族

早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~

　各　自

　各　自

教会礼拝チーム    

　　

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

　

誕生者のお祝い

　    

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

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~
ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

罪人と認めたとき神様が働かれる罪人と認めたとき神様が働かれる

目線が大事目線が大事

真理の土台を持っている人は真理の土台を持っている人は

ジェーンアダムスジェーンアダムス

偉大な敬虔の奥義偉大な敬虔の奥義

自分のことだけを考えた祈り自分のことだけを考えた祈り

16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

17:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ

神に賞賛される生き方　　神の家族として
「神の家　真理の柱に立つ」

　私たちは目線がずれていないか、もう一度見つめなおす必要があり
ます。私たちの心に、イエス様が十字架に架かってくださった真理の
土台があるか、見極めなければいけません。物事がうまくいっていな
いときこそ、神様が働いてくださり、神様の計画が動いていることを
知ります。外側も大事ですが、内側を見つめ、神様の御心にかなう願
いになっているか祈っていきましょう。そして、神の家族と研ぎあう
ことで、私たちの内側に真理の土台が建てられようとしていることを
覚えましょう。

さいごに…

13 日   藤村菜弥
15 日   大島正樹
18 日   名越信三
              佐藤小春
 
　  

25 日    岩崎雅弘
          　山本登
26 日    大宮東子
　　　 曽我壮琉

29 日   佐々木徹心
   　　  

2 日   大串順子
3日   永井匡史
4日   牧友美
           赤岩郁美
 

　

    7 日   全本達正
               和田絵理沙
    8 日   森下敦子
  12 日   福田そら　　

22日   行司佳代
             澤口千春
23 日  日名佐和
24 日   李雋英
          　

　   

　逃走中早天祈祷会6：00~早天祈祷会6：00~ 早天祈祷会6：00~16:30~ｷｯｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ 早天祈祷会6：00~
19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

イースタ礼拝

受難週

サンデーイースター
　　コラボ企画

セル祈祷会

　　20：00~県北祈祷会

李雋英

山本小春

名越信三 佐藤小春

岩崎雅弘 山本登

福山友梨

福田そら

曽我壮琉 大宮東子

藤村菜弥 大島正樹

行司佳代 澤口千春

佐々木徹心

日名佐和

森田莉功


