
　

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

インがアベルに「野に行こうではないか」と言った場面です。レ
ビもイエスさまから声をかけられた時「よし！行こう」と立ち上
がったのです。しかし動機がカインと同じでした。自分のために
誰かを犠牲にするということでした。すなわちイエスさまを十字
架にかけるということを表しています。私たちの人生は、誰かの
犠牲すなわちイエスさまの十字架の贖いのもとに成り立っている
のです。イエスさまの犠牲の贖いの上に立ち上がったのに、問題
から逃げ続けて流浪の地に住みついていたのでは意味がありませ
ん。レビが「変わりたい」と立ち上がり、イエスさまに従おうと
した時に変えられたように、神さまは、赦されない失敗を犯した
私たちを自分の犠牲をもって赦し、カインにエノクを与えられた
ように私たちにも新たな道を与えられます。あなたは「座る」「立
ち上がる」のどちらを選びますか？

　アベルの姿を通して、イエスさまの十字架の贖いを見てきまし
た。私たちが自己中心に立って人を指さし罪を犯すからイエスさ
まの手は杭で打ち付けられました。勝手に歩き回り罪の道を歩も
うとする足の代わりにイエスさまの足が杭で打ち付けられ自由を
奪われました。私たちの真っ黒な心を癒すために槍で突かれ、私
たちが受けた痛みのためにいばらの冠をかぶられました。十字架
はただのモチーフではありません。私たちの教会には３本の十字
架が描かれています。何の罪も無いイエスさまを中心として罪人
が両脇にいます。一人は自分の罪を認めませんでしたが、もう一
人はイエスさま出会い自分の罪を認め、素直になり彼の心に御国
が来ました。御国が来るとは、私たちの心に変化が起きると言う
ことです。今までの見方が変わるということです。心が変わると
見方が変わります。今まで自分の理屈でがむしゃらにやってきて、
勝手に決めつけて、ルールで裁いて失敗してきました。だから、
まるで親猫に運ばれる仔猫のように神さまに全てを委ねましょう。

「御国が来ますように」

李 雋英

来週の奉仕者
（９月４日）

行司 伝道師 
日名 洋
真砂 香和
山本 洋子
牧 結果子
山本 麻美
牧 三貴子
楢村 明子
富岡 牧
淺野 恵子
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今週は…創世記15章12節～創世記19章11節

　～リビングライフより～

「神の法則」「神の法則」
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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 ８月２１日 ） 

（要約者：行司 佳世伝道師）

福澤先生
特別祈祷会

福澤先生
賛美練習

先週のリビングライフで『召しに従う神の人 ( 創世記 12:1～9)』が語
られました。アブラハムは失敗した時も、感謝した時もどんな時でも神
さまと共にいました。私たちもアブラハムと同様に、日常生活を送る中
でいろいろな経験をします。私たちとアブラハムの違いは、いつも共に
いる神さまに聞き従うか否かです。アブラハムは失敗したときは神さま
に悔い改めました。そして、神さまから語られた言葉には忠実でした。
今回の箇所で、アブラハムは神さまから「あなたはあなたの土地あなた
の親族あなたの父の家を離れてわたしが示す地へ行きなさい」と言われ
ました。全く不自由ない生活を送っていた土地から、何も分からない見
知らぬ土地へ行けと言われたのです。祝福すると言いながら何も無くな
りそうな状況です。自分だったらどうしますか？アブラハムは神さまの
ことばを純粋に信じて受け取ったのです。神さまは、アブラハムも私た
ちのことも愛しています。だから、アブラハムに「絶対不自由な思いを
させない」という決意が祝福という言葉に表れているということ私たち
はぜひ知りたいと思うのです。なぜならば、この言葉が今私たちに語ら
れているからです。祝福とは何でしょうか。目に見えるものが与えられ
ることでしょうか。それは神のことばに従った結果与えられるものです。
アブラハムがハランを出てカナンに入った後に、主はアブラハムに現れ
て「わたしは、あなたの子孫にこの地を与える」と言われたのです。た
とえ前が見えなくても、私を祝福してくださる神さまの召しに従うこと
を目指しましょう。主が行きなさいと言われるとき、目の前の安定・平
穏などに目を向けることなく主の道を歩む信仰を求めましょう。

牧 一穂 牧師
西嵜 芳栄 伝道師  
行司 佳世 伝道師
泉水 浩
淺野 愛可
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　私たちは、しばらく目線について学んでいます。私たちの目は、
自分の都合の良いように色を変えたり、環境によって色が変わっ
て見えます。私たちの願いも同様です。自分たちの目線と神さま
の目線が違うので、自分の願ったものと違うものが神さまから与
えられると落ち込みますが、そうではありません。自分たちの目
線で見ている狭い範囲で物事を決めつけて神さまに願ってしまう
のです。私たちは、その願ったものをもらうために神さまとの関
係があるのではなく、本当の自分を見つけるためにそれを願うの
です。

　御国が来ると言うことは何かが無くなると言うことです。聖書
で言う御国が来ると言うのは、自分たちの心に御国が来ると言う
ことで、これは自己中心が無くなると言うことです。つまり今ま
で持っていた自分の価値観が変わると言うことです。御国とはゴー
ジャスな場所の話ではなく、私たちを愛し本当の姿を見出したい
と願う父なる神さまのおられる場所です。だから「御国が来ます
ように」と願うと、自分の心の中にある自分の考えとは違うもの
が与えられるのです。

　安息日と言うものは、元々は一週間働いた最後の日は神さまと
過ごして、本当の自分を再び見出すために制定された日でした。
しかし、それが伝承されていく中でルールだけが厳しくなって、
違反するとどうなるかというところに目線が行って、違反者を探
すようになりました。これは、現代も同じです。ルールのためのルー
ルになってしまっているのです。
イエスさまは、中風の人に「あなたの罪は赦された」と言いました。
その場にいた律法学者たちは「神をけがしているのだ。神おひと
りのほか、だれが罪を赦すことができよう」と怒りました。する
とイエスさまは「『あなたの罪は赦された』と言うのと、『起きて、
寝床をたたんで歩け』と言うのと、どちらがやさしいか」と言わ
れました。律法学者は中風の人に対して「立てないのはお前の罪
のせいだ」と言っていました。中風の人にとって病気であること
よりも罪人と言われることの方が辛かったのです。このようにズ
レた目線での間違ったルールは人を罪人に仕立て上げてしまいま
す。

　取税人レビは、ローマ帝国が雇ったユダヤ人から税を取り立て
るためのユダヤ人でした。同胞なのにローマ帝国に仕えているレ
ビのことをみんな嫌っていました。そんな嫌われ者の彼のもとに
イエスさまは行ったのです。ザアカイもそうでしたね。ザアカイ
もお金持ちでしたが嫌われ者でこの心の空白をイエスさまなら何
とかしてくれると、木に登ってまでイエスさまに会いに行き、変
えられました。このレビも同じでした。収税所に「座って」いた
レビはイエスさまに「ついて来なさい」と言われ、「立ち上がって」
「従った」のです。
この「座って」「立ち上がって」を原語から意味解きます。この言
語が使われているのは創世記4章のカインとアベルの物語です。「座
る」は原語で「ヤーシャヴ」と言い「神の御前から離れる、さすらう」
と言う意味です。カインが嫉妬からアベルを殺してしまった後、主
の前から去ってエデンの東・ノデの地に住みつきました。この「ノデ」
は「逃亡」「流浪」と言う意味です。つまり、この「座る」は「神
の御前から離れて逃げ続けて流浪の地に住みついた」と言う意味に
なります。まるで自分を見ているようです。また「立ち上がる」は
原語で「クーム」と言い「立ち向かう、殺す」と言う意味です。カ

マルコ２：１４~1７

韓国で最近アイドルグループが成功し日本でもよく知られているグループもいま
す。その中で少女時代などトップグループのコンセプトを描き作り上げたディレ
クターの方は次々とディレクティングが成功し、今は BTSが所属する会社にスカ
ウトされ活躍をしています。しかし、彼女が休んだ時期がありました。その理由は、
「自分の時間をもつため」でした。彼女は２０～３０代の時、人のために尽くして
きて自分はボロボロになってしまったから休む時間が必要だったと言っていまし
た。しかし、気になるところがありました。「人のために尽くしたので疲れてしまっ
た」というところです。私は小学生の時、英語の授業中に「ジュンヨンは Selfish」
と先生から言われました。意味がわからずピンと来なかった私に、「自己中心的と
いう意味だよ！」と怒られながら教えてもらいました。このことがあってから自
分は自己中だというレッテルを貼っていました。そして、実際もそうだったなと
も思います。自分さえ良ければいい、一気に儲かって仕事なんてしない人生にな
りたいなと思いました。そして、ボランティア活動に行く人を見ると何のために
行くのかなとも思っていました。この「自己中」だった私は先ほどのディレクター
さんの話を聞くと共感し、「そうそう自分を癒す時間が必要だよね」と言ってたと
思います。しかし、最近聖書からはっきり教えてもらったことがあります。

『すると彼は答えた。「『あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、力を尽くし、知性
を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい』、また『あなたの隣人を自分自身のよ
うに愛しなさい』とあります。」イエスは言われた。「あなたの答えは正しい。そ
れを実行しなさい。そうすれば、いのちを得ます。」』
ルカによる福音書１０：２７～２８

「神を愛すること＝隣人に愛を流すこと」です。人のために生きることは神様を愛
し交わることであり、疲れて、くたびれてナックアウトするようなことではない
ということです。むしろいのちが生きかえることであることです。だからこそ、
世の法則ではなく、神様の法則を信じて神様のために、人のために、自分のため
にもこれからも愛を流し生き生きと生きる人生を築き上げたいと今は思います。
つまずくこともこれからたくさんあるかと思いますが、それでもみなさんと支え
合ってあゆみつづけていきたいです。
神様の愛の導きが一人一人のうちに持たされますように。
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神の定めとは。何のためのルール(慣習)なのか

そもそも「御国が来る」とは

あなたは、どちらを選ぶのか

16:30~ASE
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最後にレビが立ち上がって「従った」の「従う」は原語で「ハー
ラフ」と言い「歩く」と言う意味で創世記 2:14 で用いられて
います。そして従うとどうなるかが 28 章 13-15 に書かれて
います。カインはアベルを殺そうと立ち上がりましたが、ア
ベルの犠牲によって贖われました。同様に私たちもイエスさ
まの十字架の贖いによって罪赦され祝福を受けています。
この世の富を手に入れて、外側を着飾っても何の意味もあり
ません。大切なのは内側、心です。だから私たちは心を残し
ます。主からの平安を残します。そのためには自分を知る必
要があります。自分の心を見て、罪や間違った価値観がある
ことを認め、十字架上のイエスさまに「私の罪を赦してくだ
さい」と言うことが出来れば、私たちは変われます。自己中
心なルール ( 慣習 ) は私たちを苦しめますが、神の愛は私たち
を変えます。心に御国が来るのです。そうすると本当の自分
の姿に戻れます。だから「御国が来ますように！」と求めて
いきましょう。

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
           加納山伍
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

20：00~県北祈祷会

富岡千秋  富岡牧

牧希穂乃

楢村紗英  澤口明子

村部凌太
新開彩   淺野愛可

藤原友規子  佐藤仁実

眞砂永一  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
~慣習と神の定め　真理に生きるには~　

犠牲の上に生きている。十字架の贖い。
イエスに従う

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~
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スペシャルサタデー

食と農のWS


