
　

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

意味し，それは終わりの日に備えられている「民」を意味するのです。
そして，こんなへんぴな所でとは，荒野のことです。イスラエルの民が，
荒野を旅して出エジプトしたときに神が集められるという意味です。
そして「７」という数字は「ベエルシェバ」＝聖書の中では「神の約束」
という意味です。私たちが神様に従っていけば，必ずうまくいきます。
しかし私たちがその約束を壊してしまうから神様は神の牢屋で，御手
の中で訓練してくださるのです。ヨセフは荒野で 30 年間，誰にも頼
れない状況になって初めて神に向くのです。イシュマエルも荒野にお
いて「神が集められた」民が持てるすべてを手放しました。人は荒野
で初めて神様だけを頼り求めるのです。

　イエス様の弟子たちは，五千人にパンを配ったイエス様を見たにも
かかわらず，「こんなへんぴなところで，どこからパンを手に入れて，
この人たちに十分食べさせることができましょう。」と言いました。す
ると，イエス様は「パンはどれくらいありますか。」と尋ねられます。「七
つです。」七つのかごに集まったということは部族を指しています。異
邦人の救いです。しかし，持っていくのを忘れた弟子たちは，舟の中
にパンがただ一つしかありませんでした。あなたが悩んでいるパンは
何ですか。もともと７つのパンしか持っていないのだから，あなたは
それをイエス様に出せばいいのです。あなたはいつ悟るのですか。あ
なたに持っているすべてのものを祝福できて解決できる人がいるのに，
その人を礼拝する前に自分が悩んでいます。あなたはいつまで「パン
がない」と言うのですか。
弟子たちが一つだけ舟の中に持っていたパンは「イエス様」です。そ
して，パリサイ人とヘロデのパン種に気をつけなさいと言われました。
世の中の方法では絶対に失敗します。ヘロデはこの後滅びました。私
たちはよく考えないといけません。主がよくしてくださったことを忘
れてはいけません。当時の人たちは，ある一言で自分の人生の迷いが
分かりました。神様を探していたからです。あなたが今荒野で訓練を
受けているなら，感謝してください。

「ストップ！うまくいかない」

藤原友規子

来週の奉仕者
（7月３１日）

日名 洋 
全本 みどり
藤原 友規子
鈴木たかよ
真砂 香和
山本 麻美
牧 三貴子
楢村 明子
富岡 美千男
鈴木 たかよ
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今週は…Ⅱコリント9章 10節～Ⅱコリント12章 21節

　～リビングライフより～

「光を信じて」「光を信じて」
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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１７日 ） 

（要約者：淺野 恵子）

先週の半ばにリビングライフで『悔い改めに導く悲しみ、 信頼回復の
喜び ( コリント人への手紙第二 7:8～16)』と語られました。聖書箇所
はとても重たい内容でした。それは、コリント教会の問題を厳しく問
いたださなければいけなかったからです。彼がこの手紙を出した時の
反応は『悲しみ』でした。パウロは、コリントの人たちが悲しんでい
るのを見て、「本当にあの手紙が彼らのために益になっていたのか」と
悔いてしまっていました。けれども、今回、テトスが訪問したことによっ
て、コリントの人たちは悲しんで悔い改めていることを知りました。
それで彼らにもたらした悲しみは良いものだったのだ、ということが
分かり、今はとても喜んでいるのです。手紙を出した時は、この手紙
について悔いていたけれども、今は悔いていない、と言っています。
ピリピ人への手紙に「互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい」
( ピリピ 2:3) とあります。自分の間違いや改善できることを指摘され
た時、あなたはどのように受け止めているでしょうか。「逆切れ」をし
たり、ただ「落ち込んで」自分を卑下したり相手を責めていないでしょ
うか。コリント教会の人々は違いました。コリントの信徒たちは、パ
ウロの手紙によって一時的に悲しみましたが、悔い改めて潔白である
ことを証明しました。
世の悲しみは死をもたらしますが、神のみこころに添った悲しみは、
救いに至る悔い改めを生じさせます。
社会に出て生活を送ると、問題に直面しますその問題に対し、影響を
受けたり与えたりしてはいないでしょうか。自分の過ちと罪を認め、
救いに至る悔い改めをしていきましょう。それは、正しい道に導く勧
めです。素直に受け入れ、相互間の誤解が理解に変わり、より良い信
頼関係を築き、神の家族が一致して前進していきましょう。

牧 一穂 牧師
行司 佳世伝道師  
日名 洋
山本 洋子
岡本 享子

　

7 月の誕生者
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ユースキャンプ（28日~30日）

　
　新島襄はなぜクリスチャンになったのでしょうか。彼は人類の元は
何かと探っているとき，中国で聖書を買い，漢字ばかりの聖書から「天
父」という言葉を見つけました。その時のことをこう記しています。『私
たちが生きているこの世界は，神の見えない御手によって創造された
のであって，単なる偶然の産物ではないことを私は知った。同じ書物
から私は別の名前が「天父」であることを知り，そのことは私の内部
に神に対するさらに大きな尊崇の念をかきたてた。なぜなら，私にとっ
て神は単なる世界の創り主以上のものだったからである。』彼は，生き
る指針を探し求めていたときに，一冊の本から「天父」という存在を
悟り受け取りました。探し求めていたからこそ，聖書の中から人生を
変えるひとつのことばに出会い，イエスキリストを信じたのです。あ
なたが今見るものは何か，見なければならないものは何か，そのこと
をこの朝確認しましょう。

　目の前のものに右往左往されてうまくいかないと思っていませんか。
あなたが見なければならないことは，あなたの人生を変える一言のこ
とばです。あなたは神様が誰なのか本当に理解していますか。子ども
は父を信じていれば，父が子どもにすることは愛であると分かるはず
です。あなたは天の父を知ろうとしていますか？そして天の父があな
たの父であることを信じていますか？

　イエスは，心の中で深く嘆息して，こう言われました。「なぜ，今の
時代しるしを求めるのか。まことにあなたがたに告げます。今の時代
には，しるしは絶対に与えられません。」
これが，私たちの現実です。私たちはいつ悟るのでしょうか。その唯
一の方法は，御霊によることです。あなたがどれだけ精霊様を求める
かということです。新島襄は創造主なる神様を探していました。武士
の大切な懐刀を売ってでも聖書を求め，探していたから見つけること
ができたのです。探さないと見つけることができず，間違った情報に
右往左往させられ，羊飼いのいない羊のようにさまようか，パリサイ
人のようにルールに生きて間違った道を選ぶかということになるので
す。ヘロデは，世俗の生き方，この世の悪に従う生き方をしました。
救い主を力で殺そうとする王，バプテスマのヨハネを殺した王，群衆
に担がれて有頂天になり虫にかまれて亡くなった王。世俗的な生き方，
この世の悪に従う生き方をしないように気をつけなさいと聖書では
言っています。

　あなたの人生でうまくいかない時，自分の人生がどうか顧みるとき，
チャンスです。神様はあなたを訓練しようとしているのです。私たちは，
今なぜそれが起きるのか，目を向けなければなりません。閉ざされて
いるなら，神の奥義があり，神の御心があります。ヨセフはエジプト
に売られる必要があったのです。

　旧約の時代，ヨセフは，ファラオに夢を解き明かします。その夢は
７年間の大豊作の後，７年間の大飢饉が訪れ，その飢饉が国を滅ぼし
てしまうことを示すものであるというものでした。ファラオはその飢
饉に備えて食物を集めます。その「集める」と，マルコ8章1節にある「大
勢の人の群れが集まっていた」と，同じ言葉が使われています。ファ
ラオのこの記事の「集める」は食物ではなく，「飢饉に向かう群衆」を

マルコ８:１~２１

神様が的を外した私の生き方を、正しく戻そうとしてくれている中で、私
はよく迷子になります。「自分は正しい！」から「私の目線もしかしてずれ
てる？」と悩むようになった私。「まっすぐ言う！」性格から「言っちゃい
けない？」と迷い始めた私。思い立ったら即行動から、すぐには動けなく
なった私。できていたことまで、できなくなってしまったように思いまし
た。人の目やいろんな意見を気にするようになりました。役に立っている
のか、評価を気にするようになりました。どこにいるのか、どこに進んで
いいかわからず、不安に身を置く時間が増えた気がしました。そんな迷子
の時「目をあげなさい」と声をかけられ、尋ねられたように思いました。
「あなたは私を愛するか？」
…「でも時間がないから。」
「あなたは私を愛するか？」
…「だって私にはできない。私じゃない方がいい。」
「あなたは私を愛するか？」
…「愛します。」
ペテロにイエス様が３回聞かれたように、私に、言い訳ではなく、他のも
のを見るのではなく、まっすぐ答える私の心を見て尋ねられたように思い
ました。いろんなことを考え、悩み、すぐに素直に答えられない私を忍耐
強く待ち、変わらずに愛してくださっていることを感じました。
『まだしばらくの間、光はあなたがたの間にあります。やみがあなたがた
を襲うことのないように、あなたがたは、光がある間に歩きなさい。やみ
の中を歩く者は、自分がどこに行くのかわかりません。あなたがたに光が
ある間に、光の子どもとなるために、光を信じなさい。』（ヨハネ12:35-36）

立ち止まろうとする弱い私に寄り添ってくださるイエス様を信じ、変わる
ことのない光の導きに従い、歩み続けたいと思います。
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探し求める

聴く耳を持つ

生き方はただひとつ！イエスキリスト

嘆息されるイエス様

あなたの道が閉ざされた時

ストップ！うまくいかない時ストップ！うまくいかない時
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16:30~ASE

御国はどのように来ましたか。何のための神様ですか。あなたは何
のために神様を信じているのですか。本当の父を見つけるためです。
彼はあなたを待っています。神様はあなたの心に御国をもたらした
いのです。だから聖霊様をお迎えしましょう。あなたが罪を悔い改
めた時，あなたが手を広げると神様は言ってくださいます。「これ
は私の愛する子。」だから，洗礼を受けていない人は早く受けてく
ださい。そうすると，心に変化が起こります。過去を悔い改めた時，
奇跡が起こります。主が働くからです。神様があなたのお父さんに
なるからです。

終わりに

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

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

 西山秀平

秦泉寺朗子

西嵜真由美 富岡喜千朗

神達良子 曽我佐知子

名越裕晃

富岡陽子

高橋司

松田沙和奈

澤口建太 横山淳平

曽我郁斗

澤口來海

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

平澤初美

サンデーキャンプ（29日~30日）真砂香和

~本当に理解しているのか？~　

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~

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

サミル合同礼拝

洗礼式

カラダンジョン (11 日～ 13 日）


