
　

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

放つという義務を果たすことができているでしょうか？
御国があなたの中に今行われているでしょうか。あなた
は本当に愛しているでしょうか。人の罪を自分の罪のよ
うに祈っているでしょうか。
聖書は、あなたの隣人に愛を伝えるように言っています。
御国が来るということは、私たちの心の中にイエス様が
いるということです。物事の判断は、民主主義ではなく、
イエス様ならどうするかを考えることが大切です。

　御国とは何でしょうか。もし、あなたが罪を赦すなら、
神もあなたを赦してくださいます。御国とは赦すことで
す。そして、愛することと赦すことは、同じです。
あなたはまだ、自分の心の王座を神に譲らず王として君
臨するのですか。人を裁くのですか。比較を続けるので
すか。

　イエス様に祈りましょう。もし、あなたが赦すなら、
あなたも赦されます。御心が天でなされるように地でも
行われますように。目を覚ましましょう。あなたは、神
様の子どもとして立てられています。もし、あなたが信
じるのなら神の栄光を見る、と言われています。自分を
中心において人を裁き続けるのをやめましょう。そして、
自分を裁き続けるのもやめましょう。あなたは、あなた
のものではありません。我の中にキリストが生きるなり
と聖書は言っています。

~あなたの真心は？~　

岡本 英樹

来週の奉仕者
（7月２４日）

行司 伝道師
日名 洋
山本 洋子
西嵜 孝之
岡本 英樹
山本 麻美
岡本 享子
高橋 奈津江
泉水 京子
西嵜 真由美
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今週は…Ⅱコリント6章 1節～Ⅱコリント9章 9節

　～リビングライフより～

「いちじく」「いちじく」
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要約（次週）
ｺﾗﾑ（次 週）
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聖 日 準 備
（ 消 毒 ）

食 事
片　付　け

チャーチミーティング

（ ２０２２年 7月１０日 ） 

（要約者：山本 洋子）

福澤先生
特別セミナー

　福澤先生
特別賛美練習

土曜日のリビングライフで『忍耐して担う和解の務め、 開かれた心に臨む
恵み (Ⅱコリント 6:1～13)』と語られました。とくに『私たちは神ととも
に働く者として、あなたがたに勧めます。神の恵みを無駄に受けないよう
にしてください。神は言われます。「恵みの時に、わたしはあなたに答え、
救いの日に、あなたを助ける。」見よ、今は恵みの時、今は救いの日です
(1-2 節 )』と語られましたね。
先週の賛美の司会者は「今ある環境を当たり前と思わないで」と導かれ、
水曜日の祈祷会でも感謝について語られました。神さまからいただいた多
くの恵みを無駄にするようなことをしてはいけません。なぜなら、神さまは、
私たちを喜んで迎え入れ、救ってくださり、いまもそれは続いています。色々
と襲ってくる苦難、欠乏、行き詰まりに忍耐し、神の力のみを糧として困
難を乗り越えることが私たちはすでにできるのです。
パウロは、イザヤ書49:8を引用して1-2節を語りました。ここでのキーワー
ドは、「今」です。今、この恵みを受け取り、今、この救いを自分のものに
してください…という呼びかけです。イザヤ書の他の個所には、このよう
にも書かれています。「主を求めよ。お会いできる間に。近くにおられるう
ちに、呼び求めよ。(55:6)」神には、人々が恵みの福音を聞くことができる
時を設けてくださり、その時をつかみとってください、とパウロは懇願し
ています。私たちはこの世で自分の人生がいつまで続くのか知りません。
明日を生きて迎えられるかどうかさえわからないのです。ですから、私た
ちは救われた喜びを当たり前と思わず感謝しつつ、人生の土台にして今日
を「今」を生きていくべきです！
みなさんは、毎日朝配信されるディボーションの初めに何が書かれている
か分かりますか？「９つの感謝と１つの願いは続けているでしょうか」と
あります。毎日最低９つは感謝なことがあるはずです。神さまの十字架の
贖い、罪との和解の恵みを無駄にしないようにしましょう。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄伝道師  
行司 佳世
泉水 京子
澤口 建太

　

7 月の誕生者
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ユースキャンプ（28日~30日）

　私たちは御国が来ますようにと祈りますが、大切なの
は、私たちの心に御国が来ているのかどうか、というこ
とです。神様は、国家ではなく、一人を変えようとして
います。私たちの心に御国が来るとは、どういうことな
のでしょうか？
あなたに「御国が来た」時、あなたには他とは違うイン
パクトが与えられます。私たちは神の国の大使であり、
イエス様の香りを放つ義務があります。

　私たちは、人にどう思われているか？人の評価が気に
なります。そして評価を求めようとしてしまいます。
（マタイ 6:5 ）『また、祈るときには、偽善者たちのよう
であってはいけません。彼らは、人に見られたくて会堂
や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まこ
とに、あなたがたに告げます。彼らはすでに自分の報い
を受け取っているのです。』
イエス様はこのような私たちの心をご存じです。だから
この地上で、人の評価ではなく、神様ならどうするか？
を選べるように訓練をさせて下さっています。神の評価
を選ぼうとするとき、それは大多数の人がある物事を選
ぼうとする時、そうではない、神様の方法を選ぶことで
す。それはたった一人で周りの人が選ぶものとは違うも
のを選ばなければならないこともあるかもしれません。

　主権は神様にあること。そしてそれに対して自分はど
う行動するのか？主の祈りは大きくわけるとこの大きな
２つのテーマに分かれます。イエス様が話すことは、今
まで聞いた話とは違っていて、非常にインパクトがあり
ました。この地のルールと神のルールは違うからです。
私たちは、民主主義という方法を選びました。数が多い
方が選ばれます。もう一つの方法は王権国家です。多く
の国家がこのどちらかを選んでいます。このような方法
の中でこの世界は統治されています。では、教会はどの
ようであったらよいでしょうか。多数決で決まるような
状況の中、私たちは、神のものは神に返すように言われ
ています。あなたの国に御国が来ているのかどうか、考
えるときです。
私たちは、この世で大使館に住んでいるようなものです。
教会は大使館であり、神の国です。だから、教会に神の
御国があるかどうか確認しなければなりません。あなた
は、教会から各家に、各場所に大使として遣わされてい
ます。あなたはその自覚がありますか。聖書に書かれて
いる隣人を自分のように愛しなさいという義務、キリス
トの大使として立つのだという義務、イエス様の香りを

マタイ6:9~15、6:1~8

もうご存じの方も多いと思いますが、教会の裏にいちじくの木が2つあり
ます。去年は、このいちじくの木から実ができたのは、ほんのわずかでした。
それは水やりや風対策などいちじくの木に必要な対策を私自身がとってい
なかったからでした。でも今年こそは、このいちじくの木からたくさんの
実を収獲するぞ！と心に決め、まずは水やりを毎日やろうと目標を立てま
した。しかし、水やりも毎日しようと思うと結構大変です。最近のこの暑
さでは、朝の早い時間でもむし暑いです。そんな時、僕の心に「今日ぐら
いはいいじゃん！大丈夫だよ！明日いっぱいお水あげれば」という声に負
けそうになります。でも今年は絶対たくさんの実を収獲すると決めたんだ
から絶対にやる！！ともう一度自分に言い聞かせ、水やりを続けました。
すると3週間前においしそうな実が一つ収獲できました。それからはもう
カラスとの闘いです。明日に収獲できるだろうと思っていたのに朝来てみ
るともうカラスに食べられてしまって中々収獲できません。今年はカラス
が食べに来るほどたくさんの実がなっています。この水やりを通して私は
どんな小さいことでも忠実に行い、そのことを続ければ願いは叶うことを
再確認しました。
神様はこのようにしていちじくという木を使って私にたくさんのことを教
えてくださっています。私も神様がこのように教えてくださったことに忠
実に歩むものでありたいと思います。

『小さい事に忠実な人は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な
人は、大きい事にも不忠実です。』（ルカ16：10）

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~

　各　自

　各　自

教会チーム

　　

16:30~ASE

野外活動
てもて塾

  

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~ 早天祈祷会6：00~

早天祈祷会6：00~

御国はあなたに来る

主の祈り（マタイ６：９～１５）

イエス様をお迎えしよう

偽善者である私たち（マタイ6:1 ～ 7）
御国とは赦すこと御国とは赦すこと

16:30~ASE

16:30~ASE

「御国が来ますように！！！」　

ダビデは兄弟の数にも入れられていませんでした。預
言者もこの子が？と思いました。しかし、神はダビデ
を選びました。神様が選ぶのは心です。
私たちは人を裁き、小さなことで絶望してしまいます。
しかし、一度しかない人生を神様が作り変えてくださ
り、助けてくださいました。それなら、神様のために
生きませんか。私たちが自分の罪を悔い改めるとき、
これほどの恵みはないと聖書は言います。ごめんなさ
いは美しいことです。
御国が来ますように、それは、ごめんなさいと言える
信仰の土台です。主よ目を覚まさせてください。主が
共におられることを信じ、祈りましょう。

最後に

17 日   曽我悠真
　         岡本享子
18 日   楢村明子
             

24 日    西山秀平
25 日    真砂香和
　          曽我佐知子
               神達良子
　　　 

   　　  

1 日   寛金由香利
5日   泉水一護
10 日   山崎風　

12 日   中島好正    
12 日   富岡凱千
15 日   アラハイリゲン
15 日   光枝一朗   

21 日   平山幸代
23 日  亀澤佐代子

早天祈祷会6：00~

セル祈祷会

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

 岡本享子 曽我悠真

西山秀平

秦泉寺朗子

 楢村明子

神達良子 曽我佐知子

名越裕晃

平山幸代

高橋司

亀澤佐代子

澤口建太 横山淳平

曽我郁斗

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

サミル合同礼拝

平澤初美

サンデーキャンプ（29日~30日）真砂香和

 サンデー
リーダー祈り会

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~

カラダンジョン (11 日～ 13 日）


