
　

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

　創11:4-9 にバベルの塔の話があります。「あの神のようになろう」「塔
の頂きに登ろう」と人が作ったものでした。それを神が降りてこられ
てご覧になり、壊し、それまで人類は一つの言語であったが、その時
から言語も分けられ、人々は散らされたという話です。ここで使われ
ている（ヘ）ヤーラド : 降りてくるとう言葉が「ヘロデ」なのです。
そしてヘロデは（ギ）で「英雄」という意味です。ヘロデは悪い意味
で使われています。ヘロデはローマ帝国に媚をうることで、自分の地
位を得ようとしました。ヘロデの悪巧みは降りてくる神によって壊さ
れる。現にイエスキリストによって神の計画がなされ、神の子の出現
を恐れ、殺そうと企てていたヘロデの家系は３代で絶えたのです。こ
のパン種の意味にはそのような意味があるのです。このことから、人
は企てる　しかし神は降りてきて壊されるということがわかります。
それが十字架です。

　人は企てます。しかし、冒頭にお話しした「北風と太陽」の話のように、
北風では人は変えられません。太陽はその人に何をしたのでしょうか？
当時、裸になる＝殺されるというようなものでした。しかし、その人
が裸になるとは、その人は安心したからです。つまり、その人の心に
平安を与えたのです。安心したから、殺される状況の中でも服を脱ぐ
ことができたのです。北風が与えるのは恐怖でした。ルールーで何か
を指摘してあなたが北風では人は変わりません。もしあなたの企てが
自分の為なら神は降りてきて壊されます。「自分の十字架」今している
ことは何のためでしょうか？しかし目的が失われているなら、その企
てによって滅びに至ることになります。自分の十字架は旧約聖書では
それを表現することばはありません。しかし同じ意味で「影」という
言葉があります。「影」とはロトがみ使いが来た時に隠れたという意味
があります。自分を捨てる（自分が物事を理解する心）。その心は十字
架です。心で思う不足は捨てることで得られます。あと５分もある→
心の変化こそ十字架の力です。

　まことの「いのち」があるでしょうか？まことのいのちが心を制し
ているときに、私達には「いのち」があります。人は「いのち」の管
理をすることはできません。「いのち」の管理者ではなく「たましい」
の管理者であります。私たちの模範であるイエスキリストは「たまし
いの管理者」として、私の罪の為に十字架かられました。目線がズラ
され、的を外してしまう私たちの為に「彼らの罪を赦してください。」と。
聖書は失われたものに対する愛の指摘です。日曜日は失われた「いのち」
を買い戻す時間です。

「御国が来ますように！！！」

西嵜真由美

来週の奉仕者
（８月７日）

河島 稜 
西嵜 伝道師
富岡美千男
池田 優香
富岡 牧
山本 麻美
唯恵 伝道師
神達 良子
岩﨑 祥誉
日名 陽子
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今週は…創世記1章 1節～創世記3章 13節

　～リビングライフより～

「愛をつたえるために」「愛をつたえるために」
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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２４日 ） 

（要約者：泉水 京子）

先週の半ばにリビングライフで『キリストの力が 私をおおう方法 ( コ
リント人への手紙第二 12:1～10)』が語られました。最近、リバーサ
イドチャーチでは自分の力ではなく主により頼むことが語られていま
す。神さまにお祈りしても、なかなかこたえられない。私の信仰は弱い、
私はダメじゃないか、と思っている人はいないでしょうか。もしその
ように感じるのなら、１０節でパウロが「私が弱い時にこそ、私は強い」
と語っていることばを受け入れましょう。始めから何にでも勝利する
強い人間は存在しません。そのようなお方は神のみです。神さまが、
私たちに「とげ」を与えられるのは、私たちが、高ぶることがないよ
うに与えられるのです。高慢にならないように、思い上がらないよう
にと言われています。私たちは、神さまに祈って行動し成功すると、
最初は「神さま感謝します」と祈るでしょう。しかし、だんだんと「自
分が頑張ったから」と「自分」が出てきてしまいます。有賀先生も以前、
証の中で自分の鼻を指さして話されましたね。私たちが低くされた時
に初めて、神さまは、「わたしの恵みは、あなたの十分である」と語っ
てくださるのです。その弱さの中にあって、初めて見えてくる神の恵
みがあります。他に苦しんでいる人をあわれみ、助け、慰めることが
できます。また、何よりも、私たちの主イエスさまのことを、深く、
親密に知ることができます。イエスさまが歩まれた十字架への道を、
私たちが低くされることによって初めて歩むことができるのです。神
さまが最も願われているのは、私たちがキリストに結びつけられた者
となることです　そして、そのために、時に肉体のとげを与えられる
のです。失望せず、神さまが与えてくださった「気づきのチャンス」
に目を向けましょう。

牧 唯恵伝道師
日名 洋  
全本 みどり
藤原 友規子
鈴木 たかよ

　

8 月の誕生者
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　イソップ童話の「北風と太陽」の話を知っていますか？作者はこの
話を通して何を伝えたかったのでしょうか？ある時、北風が太陽に力
比べに挑み、太陽はＯＫします。北風と太陽の前に一人の旅人が通り
かかります。旅人の服を脱がせたら勝ち、という勝負をすることにし
ました。北風は、どんどん強い北風を当てます。しかし、旅人は服を
脱ごうとしません。次に太陽が旅人に日光を注ぎます。旅人は体が温
かくなり、上着を脱いで薄着になるがあまりの暑さに途中の池で服を
全部脱ぎ、水浴びをしました。勝負は太陽が勝ちました。

　イスラエルにはモーセが作った600のルールがあります。600のルー
ルは１０個のテーマに分かれています。そしてそれは、一つの戒めに
つながっています。
『そこで、イエスは彼に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力
を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』 これがたいせつな第一の
戒めです。』（マタイ22:37-38）
これは「戒め」あり「ルール」ではありません。しかし、私たちは本
当の目的を犯さないために、たくさんの予防線を張っています。（ルー
ルの為のルール）私達はそのルールに向かいやすく、間違った目線か
らずれないように、外側から出てくるものが人を汚すのではないと、
イエスキリストは語られています。ルールによって間違った目線になっ
ていないか確認をし、私達はなぜそれをやっているのかを考えなけれ
ばいけません。「目線を変える」こんな話があります。ある先生の教会
に大事な会議がある時に、来客が来られました。人生に困ったひとが
尋ねてきたことは分かったが、その先生は心の中で「5分しかないのに。」
と思いました。しかし神様に「5 分もある」ということを導かれ、予
定があって急いでいる中、じっくりとその人と向き合うことが出来ま
した。教会を訪ねて来た人は、自らで命を絶つ前に、最後のチャンス
として教会を訪れたのでした。その人は、その５分で命を絶つ決断か
らイエス様に出会い、永遠のいのちを得ることが出来たのです。この
ように目線が変わるだけで多くの人が変えられていくことはわすれて
はいけません。目で見た情報で理解するのではなく、内側で感じるも
のとなりましょう。

　パンが一つしかないと議論している弟子たちに、イエス様は『パリ
サイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。』（マルコ
8:15）と言われました。パリサイ人（ヘ）パラーシュ：「明らかに分離」
という意味があります。当時パリサイ派の人たちはそれまでのやり方
に問題があるという思いをそれを良い方向に変革しようとした人たち
でした。しかし、その変革しようとしていた人たちが偏った目線で物
事を見てしまっていたのです。イエス様はこれをパン種と言いました。
変革するという素晴らしい志しがあっても自分の目線を変えず、問題
を提起して、解決をするという方法を繰り返しているのでは、この二
種類のパン種の話と同じようになってしまいます。そして、それを繰
り返してしまう私達でもあります。特に、何かを変革する人たちは、
大義のために相手を裁くという方法に陥りやすくなってしまいます。
結局、裁く方法では問題を繰り返すだけになってしまします。このパ
リサイ人を表す単語に使われていた「パラーシュ」はレビ記の
21:11-14 の中にあります。「神のいのちが明らかになるまで」という
意味があります。「神のいのちが明らかになるまで」自分が発している
言葉、人と話している会話…。あたなは正しく言葉を使えているでしょ
うか？人のことを裁いたり、悪く言ったり、人をおとしめるようなこ
とになっていないでしょうか？指摘する時そこにイエス様の愛はあり
ません。それでは私たちが発する言葉で、発する人も聞く人もいう人
も救われるという結果にはなりません。裁けば裁かれる結論になって
しまうし、人に合わせているその行為もまた、パリサイ人と同じだと
言われています。愛することもなく、変化することもなく…そのよう
な行動を繰り返すならば、結果はただ繰り返し続けるだけになってし
まうのです。

マルコ8:34~37

先日、普段からよく関わっている中学２年生の女の子との会話の中ではじ
めて夢についての話になりました。彼女の夢は医者になることでした。
なぜそう思ったのか聞いたところ、あまり覚えてないのだけど幼い頃に事
故にあい ICUに入った経験があり、一緒に病室にいた子がとても重い病気
だったことがきっかけになったというのです。幼い頃からの夢は今も変
わっていないようでした。でも、そのことを話す彼女の目はなんだか淋し
気でした。とても自分の夢を語っているようには思えませんでした。
彼女は中学に入った時から優等生で、誰よりも早く気がついて行動できる
しっかり者。でも最近は疲れたような表情が増え、ある時から笑顔が少な
くなっていきました。家庭環境の中で彼女にとっての必要な愛が受け取れ
ていないことを知ったのはそんな表情を見た頃でした。親の期待に応えよ
うとしながら、何か目標を持つことで自分の存在を確認している、そう感
じました。きっと私たちの国は経済的にも環境的にも恵まれています。し
かし、心の中は満たされていない人がこんなに近くにいるのです。私は神
様から愛されていることを知りました。そして志しを与えられ、これに立っ
て愛を流すことができます。彼女が神様から愛されていることを受け取れ
ば、きっと医者になるという夢は強い志しに変えられるはずです！こんな
に近くに神様からの愛を受け取るべき人がいるのに。夢をただの夢で終わ
らせて欲しくない。それから彼女のために、イエス様の愛を知らない若者
たちのためにもっと祈らなくてはいけないと強く思わされました。

"わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している "
イザヤ43:4

この御言葉は神様が伝えたい愛の言葉です。私たちを通して思わされた人
に愛を伝えて欲しいと願っておられる神様の目線を大切に祈っていきたい
と思います。
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自分の企てはおいて、神様の企てを聞く、そうすると自分の企ても
益になります。ルールでは人は変えられません。方法では人は豊か
になることはできません。頑張って北風を吹かせているか、それと
も太陽になって、その人に安らぎを与えるか、その為にイエスキリ
ストが選んだ道は十字架でした。私達は背負われています。自分の
力に頼らず、神の御手に委ねましょう。方法ではなくルールではな
く、私達の心を神に返しましょう。そして、イエスキリストの心を
知りましょう。私達を戒める為にルールがあるわけではない、私達
が正しい道に進む為にしてはならないルールが与えられているから
です。ルールはギフトで縛るものではありません。でも私達はルー
ルによって縛られています。大事なことは多くの事を向き合うかで
はない、ひとつひとつにどう向き合うか。大切なことは目線が変わ
る事です。自分を捨て真っ直ぐに理解しましょう。「自分の企て」
を置き、「イエスキリストの企て」を聴いて下さい。心に愛が注が
れますように。

最後に
14 日   西嵜真由美
　         冨岡喜千朗
15 日   冨岡陽子
             

21 日    西嵜璃愛
22 日    平澤一浩
　          山本銃ペイ
               
　　　 

24 日    立藤真祐子
25 日     岡本爽

   　　  

1 日   名越裕晃
6日   平澤初美
           澤口建樹
           横山淳平　

7日   秦泉寺朗子   
9 日   高橋司
13 日 曽我郁斗

16日   松田沙和奈
20 日  澤口來海

早天祈祷会6：00~

オンラインセル祈祷会

19：30~ﾌﾟﾚｲﾔｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

20：00~県北祈祷会
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立藤真祐子 岡本爽

澤口建太 横山淳平

曽我郁斗

澤口來海

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

サミル合同礼拝

平澤初美

~１つのパン　真のいのち　パン種のたとえ~　

各個人、家庭祈祷会

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~

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）


