
　

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

のでした。一方イエス様は、私たちを共にくびきを負う僕としま
した。同じ奴隷ですが、イエスの奴隷は僕であり、友なのです。
これは神様との関係です。ここの動詞は新しい民を『自分の元に
おいて置きたい』ということを意味しています。

　これらはすべて行動です。人から出で来るものは悪い考えで、
頭で色々考えてしまいます。そうではなく、自分の今までの考え、
やり方すべてを捨てて、神の前に出て祈ることが、キリストの支
配にうつることにつながります。あなたはどちらを選びますか？
① エデンを出ていくのか？
アダムもカインも罪を犯し、覆い、神から離れました。エデンの
園の東に追放されました。
② キリストの支配を受け入れるのか？
決断はあなたにしかできません。ノド（革袋＝和解）新しい革袋
にイエスキリストを入れる決心をしましょう。共存は出来ません。
古いもの新しいもの、どちらを選ぶかはあなたです。形が大事な
パリサイ人VS内側を伝えたイエスキリスト。これは心の戦いです。
弟子たちは、イエスキリストがこの世を裁いてくれるという期待
を持ち、間違った理由で立ち上がりました。だから十字架の方法
は納得いきませんでした。しかし、弟子たちはイエス様に従う決
断をしました。神様と共に生きるということは、納得がいかない
ことです。だから、納得いかない（自分の天秤で争っている）こ
とから逃げてはいけないのです。例えば、誰かの事をかわいそう
と思って何かをする時も、自分が納得できず嫌な思いとそのこと
がリンクして、何かをしているなら、それは反発でしかない。そ
んなことはないでしょうか。神様と共に生きるなら、古い革袋を
捨てなければならないのです。

「御国が来ますように」

西山秀平

来週の奉仕者
（９月１１日）

日名 洋 
全本 みどり
神達 良子
澤口 來海
眞砂 香和
山本 麻美
富岡 牧
西嵜 真由美
池田 優香
富岡美千男
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今週は…創世記19章23節～創世記21章34節

　～リビングライフより～

「神様の憐れみによって」「神様の憐れみによって」

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

チャーチミーティング

（ ２０２２年 ８月２８日 ） 

（要約者：澤口 明子）
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『罪深いソドムのための アブラハムの祈り ( 創世記 
18:16～33)』が語られました。神さまは、間の罪をすべて見ておられました。
そして、その罪を神の時に裁かれます。そのことを、突然行うのではなく、
アブラハムに伝えました。ソドムとゴモラの罪は極めて重いこと、そして、
その地に対するご自分の計画について語ったのです。そこで、アブラハムは
「仕方がない」と諦めはしませんでした。「あなたは本当に正しい者を悪い者
とともに滅ぼし尽くされるのですか」と神さまに問いかけます。すると神さ
まは「もしソドムで、わたしが正しい者を五十人、町の中に見つけたら……
その町のすべてを赦そう」（26 節）と答えられます。この箇所から分かるよ
うに神さまは、罪人を裁いて滅ぼそうとしているのではなく、人々を罪から
救おうとされているのです。メッセージで語られたノアの箱舟と同じです。
しかし、ソドムとゴモラの民は土曜日のリビングライフにあったように、ロ
トの家を訪問した神の使いに対して「２人の旅人を連れ出せ」とロトに向かっ
て叫びました。彼らの態度と意図は、ロトが見ても悪いものでした。そのよ
うな民の救いのためにアブラハムは神さまに赦しを請うのです。
神さまは、アブラハムのことをご存じでした。誰にでも語ろうとしたのでは
なく、アブラハムを選んで語られたのです。この「選び出した」（19 節）と
訳されたヘブル語「ヤーダ」は、本来「知る」という意味があり、神とアブ
ラハムの特別な関係を表現しています。私たちも、私にしかできないことを
神さまに「選ばれて」任されています。誰とも比較のしようがないものです。
自己中心に自分で判断して「あれはするけどこれはヤダ」「きっと私じゃない」
「私なんて…」と役割を放棄したり祈ることを蔑ろにしていませんか？
アブラハムのように神さまの召しに忠実に、どんな人に対しても神さまの計
画を信じて執り成して祈っていきましょう。

牧 一穂 牧師
行司 佳世 伝道師  
日名 洋
眞砂 香和
山本 洋子
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　私たちはイエス様について行くと決断して立ち上がっても、そ
の決断には「悪意」が含まれてしまいます。だから何度も過ちを
繰り返してしまう…。しかし、イエス様はそれでも良いから決断
し立ち上がることを望んでおらます。私たちは自分が間違ってし
まう人間だということをわかりながらも、イエス様について行く
決断をするのか？それとも、分かっているがやめないのか？選ぶ
のは私達なのです。

　外側を正しく聖い行いで着飾っていないでしょうか？それは、
パリサイ人達の断食と同じです。あなたの内側は大丈夫でしょう
か。自分の決意（外側）だけでなく心（内側）が大事なのです。
≪パリサイ人の質問≫ マルコ 2:18
ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そして、
イエスのもとに来て言った。「ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟
子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないので
すか。」
≪それに対するイエス様の答え≫ マル 2:19 ～ 20
断食 (ツーム )＝嘆きの意味があります。断食は形ではないのです。
イエス様は形だけの断食を非常に嫌がられました。
私達は上辺だけを着飾るようなことになっていないでしょうか？

　継ぎ（タバール）:「覆う・隠す」の意味があります。またこの
布切れは「帯」という意味もあります。帯には２種類の帯があり
ます。一つ目は「罪の帯」です。
（罪の帯）アダムとイヴの時、二人は罪を犯したときに葉っぱをつ
なぎ合わせて隠しました。罪があると隠す（覆う）。継ぎをする＝
隠すということです。
２つ目は「イエス様の帯」です。
（イエス様の帯）
ペテロの夢に出てくる「自分の帯」は「イエス様の帯」です。
 　『まことに、まことに、あなたに告げます。あなたは若かった時
には、自分で帯を締めて、自分の歩きたい所を歩きました。しか
し年をとると、あなたは自分の手を伸ばし、ほかの人があなたに
帯をさせて、あなたの行きたくない所に連れて行きます。」』（ヨハ
ネ21:18）
ここで言われている帯とはイエス様の帯の事です。
アダムとイヴの帯は、罪（エデンの園からの追放）「ごめんなさい」
ではなく隠しました。腰を帯で覆うということは（その場所から
出ていく）罪を犯すと帯をつけて覆い隠して逃げる＝その行為は
神から離れることを意味しています。
そんなことをすれば…ぶどう酒は皮袋を張り裂き、ぶどう酒も皮
袋もだめになってしまい、決断しないからズレていくのです。

　新しい葡萄酒（ノアは祝宴に入り、酔って腰の帯を外しました。）
『ノアはぶどう酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。（創世
記 9:21）ノアの比喩＝神様にすべてを返した≠カインとアダムと
イヴの帯です。新しい葡萄酒は古い革袋をこのまれません。

　新しいとは、民がおびただしく増えたのをファラオの後の王、新
しいファラオが見て驚いた。の新しいから来ています。新しいファ
ラオはおびただしく増えたイスラエルの民を恐れの故に奴隷にした

マルコ２:１8~22

　僕は、自分と神様と向き合える職場・生活環境を与えられて
います。社会生活において学んできたと思っていても、でき
ていない事が多く、 学ばなければならない事に背を向けてきた
という事を、神様より伝えられているように思わされており、
それを学ぶ時期なのだと感じています。
　それは例えば、相手の言葉を聞くのではなく心を聞くとい
うことです。隣人や違う部署の方たちから愛を与えられてい
る事、喜んでいるときも、辛いときも、 私を信じて前進しなさ
いと神様に背中を押されて生かされている事に感謝していま
す。
　また、関わる方々にフォローや助けていただく事が多く、
感謝な気持ちのゆえに申し訳なさでいっぱいになります。イ
エス様ならこのときどのような言動を行うのかを考えながら、
地の塩としての見本となれるようにしたいです。
神様の愛を行っていく事ができるようになりたいです。
心を静めることが出来るように祈っていきたいと考えていま
す。

『私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たち
の罪のために、なだめの供え物としての御子を遣わされまし
た。ここに愛があるのです。』（Ⅰヨハネ4:10）
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イエスの洗礼

はじめに

新しい布切れと古い布切れ　マルコ2:21～ 22

新しい革袋

新しい葡萄酒はイエスキリストの恵み

あなたはどちらを選ぶのか？　マルコ７:14～ 23

16:30~ASE

16:30~ASE

16:30~ASE

神様は、古い革袋を捨て新しい革袋に変わる決断をした人
に神様は働かれます。神様をすでに知っている私達は、古
い革袋のままで良いのでしょうか？
私達の心は大丈夫でしょうか？自分の弱さは何でしょう
か？
そして、その弱さ・古いままで生きるのですか？それとも
それを捨てて新しい革袋で生きますか？
私たちはどちらかを選択しなければなりません。この二つ
は共存できないのです。聖書の道はひとつしかありません。
その一つしかないイエス様の命がけの愛によって備えられ
た道、新しい葡萄酒を入れるために、新しい革袋を選んで
いきましょう。

最後に

13 日   牧希穂乃
16 日   岩﨑晃輝
             鈴木智子
17 日   小林茂
             

20 日    楢村紗英
              澤口明子

               
　　　 

25 日    永井千愛
27 日     西嵜達也
29 日     泉水京子

1日   新開彩
           村部凌太
           淺野愛可
           　

2 日   眞砂永一   
           那須陽子
3日   青木容子
8日   藤原友規子
           佐藤仁美
            

18 日   丸井克己
19 日  富岡千秋
            富岡牧

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

西嵜達也永井千愛

藤原友規子  佐藤仁実

泉水京子

岩﨑晃輝  鈴木智子 小林茂

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝
~あなたの内側　あなたはどちらを選ぶのか？~　

誕生者のお祝い
セル活動

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~

スペシャルサタデー

食と農のWS


