
　

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

河島 弘子

~探し求める者だけが見出す恵~　

来週の奉仕者
（7月3日）

唯恵 伝道師
河島 稜
辻 総一郎
秦泉寺 朗子
泉水 浩
山本 麻美
西嵜 真由美
澤口 明子
李 雋英
澤口 建樹
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今週は… 詩篇 22章 22節～詩篇２8章 9節

　～リビングライフより～

「神様を信じるということ」「神様を信じるということ」

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 ６月19日 ） 

（要約者：秋山 恭子）

中山英子姉を
偲ぶ会

Kikiさんコンサート

福澤先生
特別セミナー

今週末にエステル記が終わり、詩篇２２篇に入りました。ここは１節「わ
が神わが神どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く
離れておられるのですか。私のうめきのことばにもかかわらず」から
始まります。聞き覚えのある言葉です。イエスさまが十字架で叫ばれ
た「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」ということばを連想させる箇所です。
この「わが神わが神」は、苦難の中にあって信仰を表明する言葉であり、
2，10 節にも同様の表現が見られます。十字架上のイエスさまはこの
詩篇の言葉を語られたのです。〈見捨て〉るはヘブル語で「アーザブ」
でイエスさまは同義語のアラム語「シェバク」を用いられました。こ
れは神が離れていなくなるというのではなく、近くにおられても手を
出さない、助けないということを示しているのであって、神の存在を
疑っているのではありません。だからダビデは、祈りをもって神の前
にひざまずきました。ダビデは、神が自分を造られた方であり、神以
外に自分を助ける方はいないことを確信していたからです。
真の信仰は、危機の時こそ力を発揮します。ダビデは、敵に囲まれ、
助かる可能性は全くないような状況で身も心もボロボロだったのです。
しかし、ダビデは祈ることをやめません。すべてが終わったかのよう
な瞬間でも、あきらめずに祈るのが、真の信仰です。
　私たちは、どうでしょう。困難な時、ダビデのように神さまがそば
におられることを確信して、信じて祈り続けているでしょうか。自分
で時や時期、結末などを決めつけて諦めたり失望していないでしょう
か。私たちのどんな困難も、イエスさまの十字架上での死よりも苦し
いものはありません。そのような苦しみを通してでも私たちを救おう
とされたイエスさまの愛を信じて、どんな時もイエスさまに父なる神
さまに祈り委ねていきましょう。

牧 一穂 牧師
河島 稜  
岩﨑 祥誉
淺野 恵子
楢村 明子

　

6 月の誕生者
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　皆さんは壊血病という病気を知っていますか？これは、ヒポク
ラテスの時代からありました。歯茎から血が出、体に斑点ができ、
最後には黄だん状態になって死んでしまうという原因不明とされ
ていた病気です。今では、その原因はビタミン C 不足ということ
がわかっています。17 世紀頃、ある科学者がこの病気はオレンジ
ジュースを飲めば治ると発表しましたが、その解決法があまりに
も簡単だったため、だれも信じませんでした。20 世紀を超えてよ
うやくビタミン C 不足が原因と認められました。300 年近く、オ
レンジジュースを飲めば治ると信じなかったためにどれだけの命
が落とされたでしょう。答えは目の前にあったのに、信じなかっ
たから多くの人が命を落としたのです。

　『心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだか
ら。』（マタイ 5:3）聖書は、心の貧しい者は幸いであると言ってい
ます。求め続ければだれであれ受け、探す者は見つけ出し、たた
き続ける者は開かれると書いてあります。皆さんは本当にこれを
行なっていますか？わかっているのにしないのは、とても残念で
す。私たちはなぜしないのでしょう？それは、その解決方法があ
まりにも簡単だからです。神さまは一人一人にするべきことを教
えられています。そしてそれは、そんなに難しいことではありま
せん。ある人には心配するな、ある人には怒るな、ある人には急
ぐな・・・・・と言われているだけです。どうしよう、どうしよ
うと思い煩うのはもうやめましょう。
　私たちはこういう時代だからこそ、信じて神さまに聴くのです。
そうすると答えがあるのです。そこであなたは、「赦せ。」「愛せ。」「心
を騒がせるな。」と言われるでしょう。「もしあなたが私に従うなら、
恵みは千代まで、しかしもしそうでないなら、三代、四代までの
ろう。」と言われています。これは神さまが呪うのではなく、価値
観の継承です。それは祝福されない結果を招いてしまいます。【予
言の自己成就】　予言の自己成就ということがあります。根拠のな
い噂や思い込みであっても、人々がその状況が起こりそうだと考
えて行動することで、事実 ではなかったはずの状況が本当に実現
してしまうこと。を言います。これは自然界では起りません。人
間だけが引き起こすこと（多くの場合、マイナスに働く）なのです。 
人間だけが、間違った情報を信じて行なうのです。あなたは、「こ
れはやめなさい。」と言われたことをやめないで、どうでもいいこ
とを探し求めているのです。みなさん、今日、身にしみて感じて
ください。やってはならないことをやらない。これで終わりです。
簡単なことなのです。それさえすればうまくいくのに。私たちは
やらないんです。神さまは、私たちの祈りはきいてくださいます。
だから、そのために、「このことは、改めよ。」と言っています。先週、
破れ口に立つというはなしをしました。破れ口を見つけたなら、
そこに立つのです。そこに立つとは、あなたがそこで「してはな
らないことをしない」ということです。礼拝のメッセージを信じ
て行なえば、うまくいくのです。神さまが教えてくれたことは、
素晴らしいのです。人間は愚かです。ずっと同じことを繰り返し
てしまいます。だから、私たちはここでやめなければなりません。
権利を主張し、人に指さすだけになってはいないでしょうか？

　あなたは、今、何を思い煩っていますか？そんなことをするのは、
もうやめましょう。結果を求めてもダメです。やるべきことをやり
なさい。そうすれば結果は与えられます。何はともあれ、神の国を
求めなさい。神の国とは、悔い改めです。言い訳するのではなく、「あ
のときの私は間違っていました。悔い改めますから、力を与えてく
ださい。」と祈れば良いのです。あなたが憎んでいるなら赦す、あ
なたの隣人が苦しんでいるなら祈る、恐れて不安になったとき「私

 ルカ 12:22～34 マタイ5:3

私は幼少より、大勢の中での関わりがとても苦手で自分の中で強い抵抗を感じていました。
中学、高校にさかのぼると、文化祭や修学旅行など本来なら楽しむべき行事であることなの
に、苦痛で仕方なかったことを思い出します。行事の前には、必ず準備段階があり、それに
は意見を出し合う時間が必要となり、そのことが私にとって大きな壁でした。成人期にかけ
ても同じで、職場でミーティングがある時には、何か理由をつけ遠ざけようとしていました。
「私にはみんなのように柔軟な思考ができないし、喜んでもらえるようなアイデアも思いつ
かない」「言ったとしても、私の意見なんか塵のように消えるんだろうな」という思いを常
に持ち続けていました。そして神様の思いを知るまでは凝り固まった価値観は崩れることが
なかったのです。教会でセルという家族が与えられ、グループラインや分かち合い、いろい
ろなイベントに向けての話し合いなど、私にとって苦手な分野が次々に与えられていきまし
た。「みんな本当にすごい、私とは雲泥の差だ。私一人くらい何も意見しなくても何の支障
もないや」と自分の存在をかき消そうとすることもありました。でも、セルリーダーやメン
バーはそんな私から必ず引き出してくれ、個々の思いや意見、存在が大切なのだということ
を伝えてくれました。それは、御言葉を通してであったり、分かち合いを通してであったり
しました。５月のカラダンジョンではシナリオ班としてセルをあげての素晴らしいアイデア
と、教会全体のセルがそれぞれの役割で思いをひとつにし、本当に素晴らしい企画となりま
した。会場全体に、参加者に、スタッフに、すべてにおいて神様を感じ、神様の恵みにあふ
れているように思えました。何より、私は自分自身がこのような企画に参加していること自
体に驚いていました。そして、参加してくれた親子の満面の笑顔や「ありがとう」の言葉を
聞いた時、心が熱くなりこれが教会やセルのメンバーが積み重ねてきた思いだと分かり、同
時に神様がずっと私に語り掛けてくださっていたことなんだ、と心から感激しました。意見
ひとつも言えず逃げていたこんな私に、神様の思いを気づかせてくださったことに心から感
謝しています。今も元に戻ろうとしてしまうことが時にありますが、神様が気づかせてくだ
さった、私が本当に望んでいることは何かという神様の目線に立ち返ることができることに
感謝し、これからも神様を信じ共に歩んでいきたいと思っています。

一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての
部分がともに喜ぶのです。あなたがたは、キリストのからだであって、一人ひとりはその部
分です。コリント人への手紙　第一　12：26～27
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簡単なことを信じることができない私たち簡単なことを信じることができない私たち
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分かっているのにしないのは？分かっているのにしないのは？
セレンディピティーは探し求める人に与えられる
~信じ探し求める ~
セレンディピティーは探し求める人に与えられる
~信じ探し求める ~
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16:30~ASE

「こころの貧しいもの」　

聖書は約束、結論 です。答えがわかっているのに、やらない人にな
らないでください。 あなたには神から真珠（価値のあるもの）、大い
なる役割・責任を与えられています。自分には価値が あると信じす
べきことをし、してはならないことをしない。これらを信じて行う中
で必ず結果（約束）としてセレンディピティーが与えられます。あな
たは本当に自分の価値を受け取っていますか？ 祝福の結論がわかっ
ているのに、自論と天秤にかけるのをやめましょう。 　あなたは今、
何のためにここに存在していますか？あなたの権利を神に訴えるため
ですか？それともあなたに任された大いなる義務を果たすためでしょ
うか？心配してはならない、恐れてはならない、怒ってはならない、
赦さねばならない、欲に逃げてはならない、富に目を向けてはならな
い、結果に目を向けてはならない、急いではならない、騒いではなら
ない、心を煩わせてはならない、あせるな。神さまは一人一人に語ら
れています。最大の神の国とは、赦しです。「大丈夫だから信じて赦
しなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。例え全
世界があなたを裏切っても私はあなたを捨てない。」と神さまは言わ
れています。それが十字架です。私たちは、信じ行なうことができる
のです。偽りの情報を捨て、神様の約束、神様のことばを信じ行う！
ことを決断しましょう。
『幸いであれ。心の貧しい人は。』（Blessed are the poor in spirit: 
for theirs is the kingdom of heaven.）（マタイ 5:3）KJV

さいごに…

17 日   藤本ちひろ
　         酒井弘志
19 日   岩﨑祥誉
             日名創真

24 日    河島晃太
26 日    楠田富江
27 日    堀川由美
              岡本直子
　　　 

28 日    鈴木結仁
30 日    岡本英樹

   　　  

3 日   牧 三貴子
5日   中川英紀
6日   牧 唯恵　

    7 日   矢崎加依    
    8 日   谷口則子
    9 日   秋山耕平
  10 日   金光包子

22日   牧 佑
            田中絵津子
            日名聖也
23 日  泉水 誠

　食と農

早天祈祷会6：00~16:30~ASE

 サンデー
　　BBQ＆祈祷会

セル祈祷会

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　　20：00~県北祈祷会

 楠田富江

山崎風

岡本享子 曽我悠真

 堀川由美 岡本直子

楢村明子

鈴木結仁

泉水一護

富岡凱千 中島好正

岡本英樹 寛金由香利

光枝一朗

亀澤佐代子

を見ろ」と言われているなら見るだけ、これが神の国です。神の
国とはイエスさまを見ることです。あなたは本当に神さまを求め
ているでしょうか？それとも、あなたのために神さまを求めてい
るのでしょうか？同じようで全然違います。神さまが私たちを愛
してくれて、その愛を受けたから神さまのところに行きたいので
す。すると神さまはあなたを造り直して癒やし、あなたを美しく
してあなたを豊かにすると言われているだけなのです。私たちは
このようなことは求めていないけれど、与えられるのです。
私たちは何のためにするかが大事なのです。私たちの心の良心の
ためにするのです。そうすると祝福されるのです。心とは、神さ
まが私たちを愛してやまないという心です。だから私たちは神さ
ま前に出て行きましょう。心配なら心配することをやめなければ
いけません。心の問題です。あなたの宝があるところにあなたの
心があるのです。

　セレンディピティーとは、何かを探しているときに、探してい
るものとは別の価値があるものを偶然見つけること。しかし、聖
書の約束は偶然ではありません。必然で変わることはないのです。
私たちがすべきことは「信じ、求める」です。何かを探している
ときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つける
こと。 神様がせよということを忠実に行う中で見つけることがで
きます。 『何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そ
うすれば、これらの物は、それに加えて 与えられます。』（ルカ 
12:31） ルカ 12:34 『あなたがたの宝のあるところに、あなたがた
の心もあるからです。』（ルカ 12:34）『バプテスマのヨハネの日以
来今日まで、天の御国は激しく攻められています。そして、激し
く 攻める者たちがそれを奪い取っています。』（マタ 11:12）セレ
ンディピティーは探し求める者に与えられます。

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

ドリーム礼拝

ビジョントリップ

　ビジョントリップ（9日~11日）

スペシャルサタデー
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