
　

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

ており、ノアが、この地のすべてが一掃された後、地を眺めた時
のことを言っています。つまり、これは「神は天を見て地を見て
いた」ということであり、ペテロのようにいさめるような者であっ
ても、エデンの園を任せ、再興を教会に任せたということなでも
あります。そして、これらのことは「神の御心が天でも地でも行
われる」にかかっているのです。「神の御心が天でも地でも行われ
る」これこそノアの箱舟のことです。

　この世の中、私たちは「人のこと」に囚われ、伝染病のような
病にかかっています。しかし、神は、ノアの箱舟を用意しています。
私たちはまず、自分自身にエデンの園を任されていることを知る
必要があります。だから「下がれ」・・もう一度「覆いを取って見よ」
と言われています。今起こっていること、あなたは本当にわかっ
ていますか？私たちは分かっていないのです。私たちには死が向
かってきています。イエス様は「死」が何かを知っていました。
だから正しく判断できました。しかし、ペテロや周りは死の意味
を知らなかったのでわかりませんでした。ズレているのです。ズ
レた目線（嫉妬・いなきゃいい）、それこそが「病」です。そんな時に、
ノアの箱舟に入り、覆いを取れと言われているのに、それをしな
いので、私たちは悟れません。目の前の問題に慌てふためき、右
往左往するのです。そんな時、あなたは神のことを思いますか？
人のことを思いますか？ノアにとって箱舟を作ることは屈辱だっ
たはずです。しかし、神を信じ従いました。このことを通して、
旧約の時代のアブラハム・イサク・ヤコブの神が今も変わらず働
いていてあなたにもいることを伝えられているのです。ペテロは
このあとわかりたいと願ったのでわかりました。今はぼんやりし
ていても、いずれわかる時が来ます。わからなくていいのです。
だから、人は関係なく比較する必要もありません。今、私たちは
船を造っています。人のおろかさによって大洪水が起こりました
が、神様は大地を見せ、再び地を与えました。このように神は、
下がれと言いながら覆いをとるように伝えて、いわさめながら、
大地を与えられ、見せられる方なのです。

　私たちにとって今は点でも砂の数ほど神の計画があります。人々
の憎しみや、死はありますが、憎しみがイエス様の死と復活によっ
て、解決されます。そしてカインとアベルの罪の時には十字架が
もう計画されていました。アブラムの愚かさのうえに、祝福があ
りアブラハムとなったように、あなたにもあります。しかし、2な
たの心のことが天のことにならないとあなたに奇跡はおこりませ
ん。だから、まず人の目で量ることを止めなければなりません。
私たちは、神の計画を人の方法でやろうとしますが、自分の計画
は違います。イエス様の十字架の計画は地の底辺になって死ぬこ
とでした。そしてイエス様は弟子に「ついてこれるか？」そう問
われました。でも人は「この中で私の盃を一緒に飲むもの、それ
も天の父が選ぶ」そういうことが願えません。神のことを思うと
いうのは、どんなことがあっても必ずその後に十字架がくるので
す。神のことを思うか、人のことを思うか。私たちは選ばなけれ
ばなりません。そして神の一番の計画は、あなた自身が変わるこ
とです。あなたが祈れば変わります。私たちの覆いを取り、神の
計画にゆだね、御心が天で行われるように地でも行われることを
願い行っていきましょう。

「神のことをおもう」

日名陽子

来週の奉仕者
（８月２１日）

岩﨑 祥誉 
唯恵 伝道師
西嵜 達也
牧 希穂乃
李 雋英
山本 麻美
藤原 友規子
真砂 香和
行司 伝道師
李 雋英
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今週は…創世記7章 13節～創世記11章 9節

　～リビングライフより～

「神の家族としての喜び」「神の家族としての喜び」

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 ８月７日 ） 

（要約者：岩﨑 祥誉）

福澤先生
特別セミナー

昨日のリビングライフでは、『さばきの日に備える 一人の従順な人 
( 創世記 7:1～12)』が語られました。
リバーサイドチャーチでは、主日礼拝でも、サンデーキッズでもノ
アのことが語られました。従順なノアは、さばきの日に備えます。「神
が命じられたとおりに」箱舟を造りました。この舟の作成中、周囲
からノアはどれだけの不信仰なことばをかけられたことでしょう。
しかし、ノアはそれらのことばに耳を傾けることなく、ただ主の命
令に真っ直ぐ進みました。さらにノアは、「神が命じられたとおりに」
動物たちも集めました。人の歴史•動物の歴史が今もなお続いてい
るのは、ノアが箱舟を造り、人と動物が生き延びたからです。
5節の9節に「神が命じられたとおりに」と強調して書かれています。
ノアのこの行為がいかに難しいことだったのかが伺えます。
私たちは、何度も神さまからのアドバイスをいただいてきていると
思います。その時、ノアのように忠実に聞き従うことができていた
でしょうか？これからも神さまからの語りかけは絶えることはあり
ません。
神さまが天地を創造された時「光よあれ」と言われると光があった
ように、神さまの御言葉はノアを通してそのとおりに実行されたの
です！そして、私たちを救うという神さまの意志は、イエス・キリ
ストにおいて完全に成し遂げられました。イエスさまは天の父なる
神さまの「意志に従って」十字架のうえで命を捨ててくださいまし
た。御心に従うと必ず御業が行われているのです。先人が多くのこ
との残してくださっています。私たちも、信じて御心に聞き従う者
になりましょう。

牧 一穂牧師
牧 唯恵伝道師  
岩﨑 祥誉
西嵜 真由美
秦泉寺 朗子
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　『それから、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、
律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなけれ
ばならないと、弟子たちに教え始められた。しかも、はっきりと
この事がらを話された。するとペテロは、イエスをわきにお連れ
して、いさめ始めた。しかし、イエスは振り向いて、弟子たちを
見ながら、ペテロをしかって言われた。「下がれ。サタン。あなた
は神のことを思わないで、人のことを思っている。」』（マル８：３
１～３３）
　ペテロにとってそれまでのイエス様の姿はあり得ない姿でした。
その上、イエス様が十字架に架かるなんてことを言い出し、困っ
たことでした。この「いさめた」という言葉には深い意味があり
ます。

　ここに出てくる「神のこと」という言葉の原語は「ターバル」
といい、これはその後に出てくる「人のこと」と同じ言葉が使わ
れています。そしてこれには「神の言葉」と「感染病・伝染病」
という意味があります。つまり、同じ言語が使われているのに、
人が使う言葉は「病」として扱われているのです。要するにペテ
ロがイエスをいさめたその言葉は、神の言葉と同じ権威があるに
も関わらず、「病」であり「伝染病」であると言われているのです。
私達に与えられている「ことば」は、「神のことば」と同じ権威の
ある「ことば」を委ねられています。みなさんはそのことを知っ
ていますか？　　

　「よみがえらなければならない」・・・これは「クーム」という
原語が使われており、カインとアベルの罪である、嫉妬から兄が
弟に襲い掛かって殺すという言葉と同じものが使われています。
イエスが「殺されなければならない」と言われたその理由は、ア
ダムとイヴから継承されたカインの罪、「原罪」の為だという事を
表しています。イエス様の十字架は、旧約聖書にまで遡る計画で
あり、自分の罪を認めない罪（原罪）によって、イエスは殺され
なければならないと言われたということなのです。

　「わきにお連れして」（ラーカハ）は、エデンの園に人を連れて行っ
て入れ、ここを管理せよと言われたものと同じものが使われてい
ます。また「いさめ」（ガーアル）は、ペテロがイエス様をいさめ
たものと、イエス様がペテロを叱ったものとわざわざ同じ言葉が
使われています。そしてこれは、ヨセフの夢のあと、父がヨセフ
をいさめたと同じ原語でもあり、父はヨセフの夢の事を心にとめ
たとあります。つまりイエス様は、ペテロがいさめた言葉をつかっ
て、ペテロをいさめたのであり、「心のとめた」ということからも、
感情的に怒ったのではないことがわかります。

　「見ながら」（ナーバト）は、アブラハムに「天を見なさい」と言っ
た言葉と同じものが使われています。「見ながら」「叱った」・・い
さめたペテロをもう一度いさめ、そのペテロに「下がれサタン」と
もう一度エデンをまかせようとしたことがわかります。そしてこの
「下がれ」（スール）には「覆いを取り眺める」という言葉が使われ

マルコ13：44~48

　毎年、開催されているカラダンジョンですが、今回は各ブースのリー
ダーをユース世代が担当して、大人はフォロワーとなって支える体制と
なりました。どうやったら来場される方に大切な事を伝えていく事がで
きるか、各ブースの内容を一緒に考え企画して形にしていきました。言
われた事をお手伝いするだけより、責任を与えられることで、彼らの中
にある、眠っていた能力が引き出されてくるのを間近で見ていて感じま
した。してもらうだけより、自分の役割を感じて責任を果たす事が出来
る事こそが、人間にとっての本来の喜びだと改めて思いました。そして
これは、若者だけに限った事ではありません。私が仕事で担当していた
ある高齢の方は何でも同居しているお嫁さんがしていましたが、ある時、
お嫁さんが入院してしまい、それまでやってもらっていた事を自分でや
らなければならなくなりました。でも、お嫁さんが退院してきた時には
自分で出来る事が増えていました。出来る事が見つかったのです。何歳
であっても、１人1人が今の自分の存在意義を知って、自分の役割、責
任を果たして、お互いに助け合っている姿が本当の家族の関係なのだと
思わされます。教会の中では、子どもも、高齢の方も、神様に祈り求め
る事で、又、兄弟姉妹の励ましの中で、自分の役割を担って果たしてい
く事のできる機会が沢山あります。神の家族とされる事は何と素晴らし
い恵みであり、祝福だろうかと思います。
　今日は、新たな神の家族が増える嬉しい洗礼式です。神の家族が増え
て、その輪がもっともっと広がっていき、地域が家庭が変わって行く希
望の日です。洗礼式の今日、もう一度、私自身も神様の子どもとして、
本当の喜びの中に生きていく為に、自分に任されている責任を果たして
いく決断を新たにしていきたいと思いました。
『それぞれが、賜物をうけているのですから、神のさまざまな恵の良い
管理者として、その賜物を用いて、互いに仕えあいなさい。』
（Ⅰペテロ4：10）」
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天にも地にも神のことが !！

神の御心

16:30~ASE

16:30~ASE

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

セル祈祷会

20：00~県北祈祷会

 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

松田沙和奈

立藤真祐子

村部凌太

岡本爽

新開彩 淺野愛可

藤原友規子 佐藤仁実

真砂永一 那須陽子

澤口來海

青木容子

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

サラン合同礼拝

~みこころが天で行われるように地でも行われるように~　

『「下がれ。サタン。あなたは神のことを思わないで、
人のことを思っている。」』（8:33）

『それから、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、
祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後
によみがえらなければならないと、弟子たちに教え
始められた。』（8:31）

『しかも、はっきりとこの事がらを話された。すると
ペテロは、イエスをわきにお連れして、いさめ始めた。』
（8:32）

『しかし、イエスは振り向いて、弟子たちを見ながら、
ペテロをしかって言われた。「下がれ。サタン。あなたは
神のことを思わないで、人のことを思っている。』（8:33）

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~

ｻﾝﾃﾞｰｷｯｽﾞ17：00~
ｼﾞｮｲﾌﾙｷｯｽﾞ15：00~

洗礼式


