
　

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

が起こります。人を憎んでいた生き方が変わることは大変な奇跡です。『誰
でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いも
のは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。』Ⅱコリ5:17

　イエスは律法学者ニコデモの質問に答えて言われました。「人は水と御霊
によって生まれ変わらなければ、天の御国に入ることはできません。」洗礼
の決断をすると、聖霊が鳩のようにあなたに下ってきます。聖霊の風があ
なたの中に吹き始め、人生が変わってきます。風は見えないので分かりに
くいかもしれませんが、なんだかうれしいと思えるようなものが心の中に
吹き始めます。今まで風が吹いていなかった淀んだ憎しみの古い人生が変
えられ始めます。聖霊の風は思いのままに好むところに吹きます。あなた
の心の中が好まれるところであるように、イエスの十字架の血に罪を浸し
日々生まれ変わりましょう。イエスキリストは、信じる私たちが一人も滅
びることなく永遠のいのちをもつために、十字架に架られました。世を裁
くためではなく世を救うために来られました。イエスキリストを信じる者
は裁かれません。青銅のヘビを仰ぎ見れば生きる、と主がモーセに言われ、
かまれた者が仰ぎ見ると生きたように、イエスキリストを信じる者は生き
るのです。真理を行う者は光の方に来ます。しかし私たちは、光より闇を
愛してしまいがちです。悪いことをする者は光を選べません。光が選べな
いから苦しく、先が見えない闇が不安です。風を吹かせて、闇を取り去る
ところに出てきなさいと神様は言っておられます。

　この後イエスはユダヤ地方に滞在し、人々にバプテスマを授けられまし
た。ヨハネのバプテスマも描写しながらニコデモに語った真意のバプテス
マを、ユダヤ地方に行って授けられました。ナアマン将軍の癒し、ナザレ
という未開の地域での救い、ユダヤ人に対してのバプテスマ、エサウとヤ
コブの和解。それらのことを通して神様は、あなたの赦せない人生の和解
が新しい領域の中でなされるのだ、モーセのカナンの地に入る前に荒野で
40 年苦しんでたようなあなたに新しい領地があるのだと言っています。そ
れが始まる入り口が洗礼です。

　ベートーベンは大兄弟の家庭に生まれ難聴でした。幼くして母を亡くし、
酒乱の父に暴力を受け毎日 8 時間ピアノを弾かされて育ちました。20 歳の
時に難聴が悪化し、作曲家のいのちである音を失いました。父も亡くなり、
友にも恋人にも裏切られ天涯孤独でした。しかし、モーツァルトや人との
出会いを通して神を知っていき、このように言っています。「全能の主よ、
あなたは私の胸の奥にある私のたましいを覗かれ私の心を見抜いておられ
ます。私の心の内に人類への愛と善を施したいという要求が満たされてい
るのを、主よあなたはご存じです。私には友がいない。一人ぼっちで生き
ていかなくてはならない。だがわかっている。創造主は誰よりも私の近く
におられる。恐れずに私は神に近づく。どんなときでもこの方が私と共に
おられることがわかる。そして私は主がどのような方かということも知っ
ている。」人生の最後に、第九　喜びの歌を作りました。ベートーベンは、
全てを失っても創造主なる神の恵みを感じ、心にはいつも風が吹いていま
した。多くの物を持っていて行き先を見失う方を選ぶか、全てを失ってい
ても行き先を見失わない方を選ぶか。アインシュタインは初めは前者の方
で、ベートーベンは後者でした。見失って淀むと、してはいけないことを
してしまいます。パリサイ人は自分を見失い、殺してはいけないという律
法を破り、イエスを十字架に架けて殺しました。

「新しく生まれ変わる日」

大宮東子

来週の奉仕者
（８月２７日）

西嵜 伝道師 
行司 伝道師
泉水 浩
淺野 愛可
岡本 英樹
山本 麻美
岡本 享子
泉水 京子
澤口 明子
西山 修平
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今週は…創世記11章10節～創世記15章11節

　～リビングライフより～

「喜びの歌を」「喜びの歌を」
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（要約者：高橋 奈津江）

福澤先生
特別セミナー

昨日 ( 土曜日 ) のリビングライフで『高慢なバベルの懲らしめ、 多
様な言語の起源 ( 創世記 11:1～9)』が語られました。
4節に『彼らは言った。「さあ、われわれは自分たちのために、町と、
頂が天に届く塔を建てて、名をあげよう。われわれが地の全面に散
らされるといけないから」』とあります。神さまのためでなく、自
分たちのために塔を建てようとしたのです。自分たちの名をあげる
ため、自分たちが地の全面に散らされないために建てたのでした。
この箇所を見る時、自分の姿を浮かべませんか？「神の栄光を現す
ため」と言いつつ、自分の思ったような成果が得られないと落ち込
んだり怒ったり…。このことを通して悔い改めることをせず、誰か
のせいにしたり自己卑下することを、神さまは望んでおられません。
神の栄光を現すために、神さまは神の家族を与えられました。自分
たちの欲を満たすために…バベルの塔を建てるような悪だくみを一
緒に行うためではありません。6・7 節で多言語が生まれました。
一方、Ⅰペテロ 1:23 に『あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる
種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わ
ることのない、神のことばによるのです』とあります。神の家族は、
神の子どもたちの集まりですが、神の子どもとは、神のことばを聞
き、それによってキリストを信じ、聖霊によって新しく生まれた者
のことです。あなたは、どちらのことばを握って歩みますか？　　
私は散らされることばより、絶対に神のことばを握りしめて歩みた
いです！自らを高くしようとするような、バベルの塔を建てるよう
な生き方を捨て、神さまが私に与えてくださったことば、知恵と力
を糧に、神さまに喜ばれる歩みをしていきましょう！

牧 一穂 牧師
岩﨑 祥誉  
牧 唯恵 伝道師
西嵜 達也
牧 希穂乃
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　特殊相対性理論などを提唱した物理学者アインシュタインは、ナチスド
イツの価値観のもと教会を嫌っていました。しかし後に、こう言いました。
「私は、教会をあざ笑い過小評価していました。けれども、私の祖国が深い
暗闇の中にいる時、私が期待していた大学の言論さえも沈黙している中、
真理を語る唯一の共同体があったのです！それが教会でした！こうして私
は輝く教会に対して、新しい愛情を持つようになったのです！」人は実を
見て見分けます。いちじくの実の例え話のように、カラダンジョンも、涙
とともに愛の種を蒔き続け、周りの人に「輝いている団体」と感動される
ようになってきました。愛し合うキリストの香りを放っている共同体だと
伝わっているのです。

　今日は洗礼式です。バプテスマ ( 洗礼 ) とは、原語では「浸す」という意
味です。バプテスマのヨハネは、イザヤ書の「主の道を用意し、主の通ら
れる道をまっすぐに」するとおりに、人々に罪の赦しのための悔い改めの
バプテスマを宣べ伝え、ヨルダン川で水によるバプテスマを授けていまし
た。「私よりもさらに力のある方があとから来られ、聖霊のバプテスマをお
授けになる」と言っていたところ、イエスが現れました。イエスはわざわ
ざガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネから水のバプテスマ
をお受けになりました。それは一つ一つ意味のあることでした。

　ゴラン高原のガリラヤ湖から死海へヨルダン川が下っており、ヨルダン
川には「下る」「汚れ」という意味があります。ナアマン将軍は、部下の愛
の忠告を受け入れ、高慢な汚れている自分の価値観に死に、へり下り、ヨ
ルダン川に身を浸し、皮膚病が癒される奇跡が起きました。だからイエス
キリスト自身も、ヨルダン川に来て、へり下り、自分の価値観に死ぬ必要
がありました。洗礼は、神と人の前で、自分の過去と決別する象徴の式で
もあります。「バプテスマのヨハネ (原語でハーナーン )」は、「恵む、あわれむ」
という意味です。エサウとヤコブの兄弟の、兄エサウが感情に任せて大事
な長子の権利を弟ヤコブに渡してしまい、長年の不仲の後、涙の「和解」
をした時に使われた言葉と同じです。ヨハネは「神と人との和解」をする
役割がありました。もしあなたが、自分が失敗を招いたと思っている過去
を憎んでいるなら、「あなたとあなた自身の和解」が必要です。隣人のせい
で失敗したと思っている過去を憎んでいるなら、「あなたと隣人の和解」が
必要です。その和解の行為がバプテスマです。バプテスマは原語では「浸す」
という意味です。ヤコブの息子ヨセフが、兄たちから疎まれ殺されそうに
なるところを商人に売られ、兄たちはヤギの血にヨセフの服を浸して父に
死んだと言いました。兄たちの憎しみによりヨセフの代わりの犠牲となっ
たヤギの血に服を浸す時にも、バプテスマの言葉が使われています。洗礼
とは、自分への憎しみや多くの人への憎しみがある過去を、十字架上で犠
牲となったイエスキリストの血に浸し、自分自身に死に、過去と決別し新
しく生まれ変わるというものです。あなたの代わりにイエスキリストが犠
牲となったのです。

　ガリラヤ ( ゲリーラー ) は、「占領すべき地 ( 荒野 40 年の後ヨシュアに言
われた占領すべき残された地 )、未開の地」という意味です。あなたに約束
されているのにまだ与えられていない領域、という意味でもあります。イ
エスはわざわざガリラヤから来て、これから十字架の犠牲を負うという役
割の領域が与えられるということを表しています。ナザレ(ネーツェル)は、
「若枝、新しい地、エッサイの根株、散らされたものを集める」という意味
です。エッサイの根株は、ダビデの父エッサイの名にちなんで、ダビデ王
の家系という意味で、旧約聖書の預言通りイエスはダビデ王家から生まれ
たことを表しています。ヨルダン ( ヤーラド =へり下る ) 川で、バプテスマ
を受け、水の中から上がられました。水の中から上がるは、「自分に死に(ター
バル )、( アーラー )地から湧き上がる (創世記 )豊かな水」と同じ言葉です。

　喜ぶ ( ラーツァー ) は、「神と和解」という意味です。エサウとヤコブが
涙の和解を果たした時に、エサウが喜んで笑顔になった時と同じ言葉です。

　イエスは、大工の息子として育ち働き、29 歳のときバプテスマを受け公
生涯を送られました。バプテスマは、過去の生き方を終わらせるということ
です。痛み、傷、恥を、自分を赦せない過去を終わらせて、神と人の前で、
新しく生まれ変わる決断をすることでもあります。自分の罪を知った人は、
イエスキリストに身を委ねて、罪を十字架の血に浸し、新しく生まれ変わる
ことを選んでいきます。そのように、あなたの内側が変わることにより奇跡

マルコ1：3~11

  三年振りに、洗礼式が執り行われるとの発表があり、多くの方々と同様、
私も自分の在りし日に想いを巡らせながら祈り待ち望んでおりました。
当日は、礼拝メッセージの内容全てが具現化されたように感じ、体験し、
目撃させていただきました。主は、良いお方なので、前以て私たちが恐
れたり驚かないように備えてくださっていたのだとも思わされておりま
す。川原に到着し、準備を着々と進める折、大きな黒雲から嵐のような
雨と風が降ってきたにも関わらず、誰一人慌てたり騒いだりせず、速や
かに順応している姿に感動いたしました。それは、まるで幕屋を維持す
るレビ人と見紛うほどでした。

主の臨在、喜びと平安に包まれて川岸に集められると、アーメン！！！
ハレルヤ！！！約束の虹が間近の山に架かったのです。その瞬間と、そ
の様は、どんな言葉にも表すことが出来ないほど本当に美しく輝いてい
て、山までもが私たちに微笑んでくれているように見えました。
神様は、この世界に存在するあらゆるものと出来事を通して、私たちに
御自身を与え尽くしてくださっていることをただただ感謝して受け取り
たく存じます。

『山々が生まれる前から～抜粋～あなたの恵みに満ち喜びの歌を
すべての日々に捧げたい見せてください
その御わざ栄光の御力を私たちの働きを用いてください』
                                          
 受洗者の皆さまへ╱ダニエル書10章12節
『あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決
めたその初めの日から、あなたのことばは聞かれているからだ。』
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ナザレからヨルダン川へ

ヨハネから受けたバプテスマ

真理を語る共同体

バプテスマ 新しい領域

見失わない

聖霊の風

わたしはあなたを喜ぶ

新しく生まれ変わる
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あなたはあなたを喜びますか？それとも儚み、またあなたを虐げた人を憎み、
憎しみの連鎖を行いますか？
身を委ねて十字架上の血に浸れば、喜びを見い出していくことができます。
泉のように湧き上がった歓喜を人々に流していくことができます。ベートー
ベンは、喜ばしく凱旋門に向かう勇士の姿を曲に描きました。イエスキリス
トは「私の恵みを受けて、神の家族と共に、涙とともに種を蒔き喜びを流し
ていきなさい。」と言われています。
『そして天から声がした。「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを
喜ぶ。」』マルコ1:11

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~

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

20：00~県北祈祷会

西嵜璃愛 平澤一浩 山本淳平

鈴木由美子

牧希穂乃

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

岩﨑晃輝 鈴木智子

青木容子

小林茂

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝

サラン合同礼拝

~神と人の前で！！過去との決別！！~　

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~

食と農のWS


