
　

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

　御国は自分の罪を認めて赦す心に訪れます。神様があなたに御国をもたらした
いと願っておられるのは赦しをあなたに受取ってほしい。そして、あなたが赦し
を受け取ったらあなたの赦せない心も神様に出して赦せるように願ってほしいこ
とが大切です。

　　　

　【パリサイ人のパン種】
「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
・パリサイ人 (ヘ ) パラーシュ：明らかに分離→イエスはパン種と言った。
パラーシュとは「明らかに分離する」という意味です。イエス様はそれをパン種
だと言われました。元々パリサイ人というのはこれまでのキリスト教の色んな問
題をみて、それを変えようとして立ち上がった人でした。それは本来素晴らしい
ことになるハズでしたが、相手の問題をみてそれを裁く方法で変えようとしたこ
とが間違えでした。結果、パリサイ人達は聖書で間違った人たちの例えとして使
われています。裁く心で相手を指摘して変えようとしてもそれは変わりません。
特に何かを変えてやろうと思いのある人はこういう事に陥りやすいので気を付け
ましょう。あなたに裁く心は無いですか。あなたの心は本当に神様が皆を愛する
ように愛の心でやっていますかと投げかけられています。また、人に合わせてい
る行為も同じだと書かれています。結局相手を指摘して批判して相手を変えよう
としても変化はおこりません。
【ヘロデのパン種】
・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」と人が造ったもの。神は降りて来てそれを壊された。
・(ヘ ) ヤーラド：降りてくるという言葉が「ヘロデ」なのです。
・ヘロデは (ギ ) で「英雄」→悪い意味で使われている。
ヘロデはローマ帝国に媚びをうることで、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という意味で受け取ることができ
ます。バベルの塔は高い塔を建ててあの神のようになろうという人間の心です。
それを見た神様が降りて来て壊しました。

　自分の企ては神様が降りて来て壊されると伝えています。ヘロデは栄華を極め
ました。しかし、三代で途絶えました。自分の企てで生きていると滅びます。で
すから自分の企てではなく神様の企てで生きていくことです。人を指摘するのは
イソップ童話の北風と太陽の北風なのです。恐れを抱かして益々着こませてしま
うのです。太陽のように周りを温かく照らして自らが服を脱いでいくように。私
達はそういう生き方が大切なのです。皆さんがされているが愛ではなく自分自身
のためならその企てによってあなたは上手くいきません。だから自分を捨てるの
です。心で思う不足を捨てるのが十字架の力です。私達の心が変えられるのは十
字架の力です。天の御国が来るというのはすごく大きな事ではないのです。シン
プルです。それと同じで、ほんの少しのズレが人生を大きく変えてしまいます。
私達が御国に入れるようになるにはどういう風な心で生きたら良いのかといつも
考えていきましょう。自分ではなく新しい聖書の価値観、神様の価値観で生きて
いく決断が必要です。

「御国が来ますように！！！」

鈴木たかよ

来週の奉仕者
（８月１４日）

唯恵 伝道師 
岩﨑 祥誉
西嵜 真由美
秦泉寺 朗子
日名 洋
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今週は…創世記3章 14節～創世記7章 12節

　～リビングライフより～

「地を耕すということ」「地を耕すということ」

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
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食 事
片　付　け

（ ２０２２年 7月３１日 ） 

（要約者：富岡 美千男）
福澤先生
特別セミナー

昨日 ( 土曜日 ) のリビングライフで『人類最初の罪、 そして最も大きな
罪 ( 創世記 3:1～13)』が語られました。人が初めて罪を犯した時のこ
とが書かれています。神さまは初めて創造された人、すなわちアダム
に「善悪の知識の木から取って食べてはならない」と言っていました。
しかし、最初に蛇の誘惑を受けたのは「彼にふさわしい助け手」とし
て造られた人、つまり女、エバでした。助け手として造られたエバが
蛇の誘惑に負けて、アダムを誘惑し、二人とも罪を犯してしまうこと
になりました。神さまに対する不信という罪だけではなく、さらにこ
の二人は、素直に「ごめんなさい」をするのではなく、罪を他の者の
せいにしてしまう「責任転嫁」を行ったのです。私たちが神の前に立
ち返るために、まずしなければならないことは、罪を認めることです。
環境や周囲の人のせいにするのではなく、責任を自分で取ることです。
「私が罪を犯しました」この単純な告白をする時に、神は私たちを回復
させてくださる第一歩が始まります。このエバを誘惑した蛇ですが、
ヘブル語では「輝いている」という意味があります。サタンは元々は
天使で「明けの明星」と呼ばれていました。Ⅱコリント 11:15 には「サ
タンでさえ光の御使いに変装するのです」とあります。つまり、私た
ちが気をつけなければいけないのは、自分にとって” 魅力的” なもの
なのです。見た目に良いもの、好ましいもの、自分が正しいと思って
いるもの、そうしたいもの…実際はそれが正しいものでは無いのに、
見目麗しく見せるのが悪魔の仕業なのです。最近、私たちは見るもの・
聞くことを正しくすること・自己中心を捨てることが語られています。
神さまの目線に立ち、誘惑に負けないで、主の用意してくださった道を、
たとえどんなものが見えようとも、主を信じて、主と共に歩んでいき
ましょう！

牧 一穂牧師
河島 稜  
西嵜 芳栄伝道師
富岡 美千男
池田 優香
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御国という言葉は「神様が共におられるところ」と大きくまとめる事ができます。
御国に入るには私達がどのような心で生きていけば良いのかが聖書には書いてい
ます。御国はあなたに来ますと語られました。外国で日本大使館というのはそこ
だけ日本で、日本大使という人がいるように、私達は御国の大使なのです。この
世の中でいろんな価値観で言われてきますが、私達は御国の大使なので私達の中
は御国の法律です。だからこそ私達は聖書の事をもっと知り、天のお父さんはど
んな方なのかを知る事が大事です。御国の大使とはどういう事なのかと語られて
います。

　『御国が来ますように。みこころが天で行われるように地でも行われますよう
に。』（マタイ6:9）
これは祈りです。御国は天のお父さんがいる所ですが、御国の法律は愛です。神
様の愛が私に来ますように、そして神様がしたい愛の事がこの地上でも行われま
すようにと私達は大使として祈る責任があります。祈っているのに私達が天の御
国の考えではなく、自分の考えで大使をしたら良くありません。天のお父さんは
愛の方で分け隔たりがなく、偽りも無いけど私達の心は偽りでいっぱいです。御
国が愛の法律で神様が喜ぶ事をできますようにと祈りながら、私達の心の中に神
様ではない自己中心、自己満足の心があっていいのか問われました。そんな美し
い祈りをしながら、私はイエス様信じていますと言いながら、あなたはまだ、王
座に座るのですか？
『もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいま
す。しかし、人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦しにな
りません。』マタイ6:14-15
　これは比較、劣等感・相手や自分を責める心を捨てるということです。神様の
赦しがなくては捨てることは出来ません。人を責める前に自分を責めていません
か。心の王座を明け渡すということは自分を責め続ける心さえも捨てるというこ
とです。私達は神様によって愛されていて赦されています。ですから私達は赦さ
れた罪人として、この地の大使を務めることができます。

　神様はあなたに御国をもたらしたいのです。あなたの不安な心、恐れる心、責
める心、偽りの心、そこに天の御国の平安を届けたいのです。あなたは愛されて
いる事を届けたいのです。ですからイエス様をお迎えしましょう。あなたの一番
汚いものをイエス様に持って行きましょう。私達は大使ですから、大使である責
任があります。大使としての責任を果たしていきましょう。
『それから、イエスは弟子たちに言われた。「だれでもわたしについて来たいと思
うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。」』
マタイ16：24
自分の考え、自分の全てを捨ててイエス様に従っていく人生を歩みましょう。そ
の為に天の国の法律が書かれている聖書を知る事が大事です。

　生き方はただ一つ！イエス様にフォーカスしてみていきましょう。
『弟子たちは、パンを持って来るのを忘れ、船の中には、パンがただ一つしかなかっ
た。その時、イエスは彼らに命じて言われた。「パリサイ人のパン種とヘロデの
パン種とに気をつけなさい。」』マルコ8:14-15
弟子たちはパンを持って来るのを忘れてパンが一つしかないのをどう分けるのか
と議論していたのですが、イエス様はそのパンがどんな種で作られているのかに
気をつけなさい。と言われました。気をつけるべきパン種は、パリサイ人のパン
種とヘロデのパン種です。パリサイ人のパン種はルールに生きて間違った道を生
きる生き方。ヘロデのパン種とは世俗の生き方。この世の悪に従う生き方です。
しかし、私達がそのパン種には気付くのは、とても実は難しいのです。何故なら
その世俗に生きているからです。培ってきた価値観の中には聖書の価値観では間
違っていることがあるわけです。だからこそ種を選んで取り分けていく為には神
様に目を向けない限り分からないのです。悟れないのです。ですから、神様に私
達が近づいて悟る力をいただき、天のお父さんがどのようなお方かを知りたいと
求めていきましょう。

マルコ13:44~48

我が家では毎年、家族や親戚が食べる分だけの稲作を行っていましたが、今年は事情
によりできず、自主管理をしています。定期的に草刈りをしたり耕したりするのです
が、7月に耕した後、ある日気が付くと、よく見ていたはずの田んぼに、青々とした
草が広がっていました。そう、ヒエです！以前、あぐりガーデンでの夏の活動の1つは、
ヒエ取り。稲の生える中、ヒエを選んで取るのも大変な作業ですが、今年の我が家の
田んぼは、稲も水もないので、取りやすいですが、あまりの急激な繁殖に愕然と…。
そしてヒエも、土地が広いとあんなに這って広がるのです。ですが、穂だけ取ったり
とか草刈りをしても、穂がどんどん出るだけだから、抜かないといけないねというこ
とになり、毎朝毎夕、クワで根ごと掘り抜いています。が、毎回田んぼを見る度途方
にくれそうになります。他にも、畑の作業も、夏はすべきことがなかなかたくさんあ
ります。今まで畑仕事を担ってくださっていたお義母さんと主人から、今年からは私
が、お二人から教わりながら、また菌ちゃん農法などを実践しながら畑仕事をしてい
ます。最近、旧約聖書の創世記を黙想するなかで、神様が人を創造された後、エデン
の園に人を置かれ、そこを耕させ、そこを守らせるという箇所がありました (創
2:15)。後に人がエデンを出された時も、人は土を耕すようになったとあります (創
3:23)。ヒエを抜く作業は、耕すのとは少し違うのですが、聖書にある「耕す」とは、
何を伝えたいのかなと考えました。毎日の農作業は大変と思うのですが、作業中、私
の頭の中は、集中していることもあれば、焦ったり文句がぐるぐる回ることもありま
す。何と愚かなのでしょう。その時、聖書のことばが聞こえました。

『 あなたがたの会った試練はみな人の知らないようなものではありません。神は真実
な方ですから、あなたがたを耐えることのできないような試練に会わせるようなこと
はなさいません。むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備
えてくださいます。』（Ⅰコリント10：13）

神様が、地を耕すようにおっしゃったのは、実際の土地だけではなく、人のそれぞれ
の心を耕すようになのだと納得しました。そしてそれができるのも全て神様が先に備
えてくださっているのです。だから、どんなに私の心がすさんでも、そのことで責め、
思い煩う必要はないのです。神様は全てご存じで、人間を私を創造され、喜んでくだ
さっているのです。そしてイエス様の十字架により私の罪を全て贖い、神様と繋がっ
て生かしてくださっています。何という愛なのでしょう。この愛に今日も満たされて、
心を一新されて、生きていけることを、神様に心から感謝し、御名をほめ称えます！
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①御国は私に来る！
あなたに神様は御国をもたらしたいのです。それは赦す心に来ます。赦す心とは
比較や劣等感、相手や自分を責める心、私は愛されていない、私は必要とされて
いない私は駄目だと思う心を捨てること。捨てるにはイエス様があなたを愛して
あなたのために十字架にかかって死に、そして復活してくださったことを受け入
れることです。それが心の王座をイエス様に譲ることになります。
②御国の生き方はただ一つ！
生き方はただ一つ！イエスキリストの生き方だけで目線を変えましょう。
船の中にはパンが一つしかないのです。私達はイエスキリストのただ一つの生き
方を選びたいと願います。イエスキリストの十字架の愛、天の父の愛を選ぶ生き
方です。
③御国の企てに生きる
私嫌われる、嫌われたら評価が下がる、これを知られたら頑張ってきたのに全部
駄目になるなど心で思う不足色々あると思いますが捨てるとイエス様はそれ以上
のものをくれます。
自分の企てではなく、神様の企てに生きることができますように。それが御国で
あり十字架の力です。ただ信じて私達は捨てるべきものを捨てていきたいと思い
ます。

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
　          山本淳平
               
　　　 

24 日    立藤真祐子
25 日     岡本爽

   　　  

1 日   名越裕晃
6日   平澤初美
           澤口建太
           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

20：00~県北祈祷会

 秦泉寺朗子

西嵜真由美 富岡喜千朗

西嵜璃愛

富岡陽子

平澤一浩 山本淳平

鈴木由美子

高橋司

松田沙和奈

立藤真祐子

村部凌太

岡本爽

新開彩 淺野愛可 真砂永一 那須陽子

曽我郁斗

澤口來海

青木容子

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

サラン合同礼拝

~御国シリーズおさらい~　
御国シリーズ1   マタイ6：9～ 15、6：1～８
「御国が来ますように！！！」～あなたの真心は？～

御国シリーズ３　マルコ８：３４～３７
「一つのパン　真のいのち」～パン種のたとえ～　　　

～

「御国シリーズ2　マルコ8：1～ 21
「ストップ！うまくいかない」～本当に理解しているか？
？～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）


