
　

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

あなたを呼び、望むものとして選ばれています。

『そこでイエスは十二弟子を任命された。それは、彼らを身近に置き、
また彼らを遣わして福音を宣べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせる
ためであった。（マルコ3：14～ 15）』
　『十二人』シャーネム（二：権威ある者として、他と二分された者）、アー
サル（十：十分の一をささげる）。ヤコブが十二の石を置いて、それを
神の家と呼び、神様に十分の一をささげる約束をした（創 28：22）
という箇所に同じ言語が使われています。「あなたに全てを与えて守る。
あなたは十分の一を返しなさい」という神様と人との約束（契約）です。
この箇所では、神の約束が成就し、イスラエルの神がイスラエルの家
に帰ることを表しています。
　『任命し』というのは、マーナー（数える）という意味です。この言語は、
神様がアブラハムに「あなたの子孫を地のちりのように増やす」（創
13：16）と言われた箇所と同じものが使われています。神様に従い、
十分の一を捧げて付いていくと決断する者には、神様は祝福（任命）
を与えられます。
　『使徒、遣わす』シャーラハ（遣わす）（創3：22）、ガーラシュ（追放する）
（創 3：24）。アダムとイヴは罪を犯し、追放されます。同じ言葉を用
いて悪霊を追い出すという意味で使われています。神様が本当に追い
出したかったのは、アダムとイヴではなく、彼らを唆した悪魔でした。
彼らが悔い改めれば、悪魔だけが出ていくはずでしたが、彼らは悪に
生きてしまったためにエデンの園から出ていかなければならなくなっ
たのです。しかし、神様を信じて手を伸ばした者、喜んで付いていっ
た者は悪魔を追い出す権威が与えられ、あなたは神の家に住むように
なると約束されています。

　日野原先生の著書の中に、「真夜中に電話がかかってきたら」という
コラムがあります。
夜中の十二時に電話が掛かってきた時、先生はこう答えられました。「つ
い先ほどまで起きて原稿を書いていたところですから、まったくご心
配におよびません！」
なぜこのようにふるまえるのでしょうか？自分に与えられた名前を保
つ方法は、自分のふるまいを相手の視点から見ることだと考えられて
いるからです。
「自分のふるまいを相手の視点から振り返って見つめ直すことを習慣づ
ければ、やがて思いやりのにじむ所作が美しく備わります。」と先生は
言われています。
　私達は、今までふさわしい生き方ではなかったかもしれません。で
すが神様はあなたの名前を弟子達にしたのと同じ方法で呼ばれ、あな
たも弟子だと任命されています。ずれたあなたの名前の意味を本来の
ものに作り変えようとしているのです。神様に呼ばれた時、心を頑な
にしないようにしましょう。あなたが手を差し伸べれば、神様はその
手を引き上げて下さいます。

「御国が来ますように」

富岡美千男

来週の奉仕者
（９月２５日）

唯恵 伝道師 
西嵜 伝道師
李 雋英
淺野 恵子
辻 総一郎
山本 麻美
澤口 明子
眞砂 香和
李 雋英
高橋 奈津江
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今週は…創世記22章1節～創世記24章67節

　～リビングライフより～

「悔い改め」「悔い改め」
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チャーチミーティング

（ ２０２２年 ９月１１日 ） 

（要約者：池田 優香）

福澤先生
特別祈祷会

福澤先生
賛美練習

週の真ん中・水曜日のリビングライフで『信仰を守るための決断と労苦 ( 創
世記 24:1-9)』が語られました。晩年のアブラハムは、神から離れず神と共
に生きていたため祝福されていました。そして、次の時代を担う息子のイサ
クの配偶者を探していました。アブラハムは、年老いたしもべに誓わせて、
イサクの配偶者を探す仕事を任せます。アブラハムは、このしもべを家の全
財産を管理させるほどに信頼していました。アブラハムは、イサクの妻選び
の基準を「カナン人の娘たちの中から選んではならず、アブラハム自身の故
郷の親族のところに行って迎えなければならない」としていました。その理
由は、彼らの神々に仕えるよう誘惑するからです。
アブラハムは、イサクの妻を探す過程で、自分への神の最初の召しを決して
忘れませんでした。７節で「天の神、主は、私の父の家、私の親族の地から
私を連れ出し、私に約束して、『あなたの子孫にこの地を与える』と誓われた」
と言っています。だから、彼のしもべが、その娘がついて来ない場合はどう
したらよいかと尋ねると、「イサクを故郷へ連れ戻してはならない」と強く
念を押したのです（6, 8 節）。もしイサクがアブラハムの故郷に行くなら、
神がアブラハムに出るようにと言われたその地に再び戻ることになるからで
す。神の御前で約束したことを最後まで守り通すことが、信仰なのです。水
曜日の祈祷会で「初めの愛」を賛美しました。神さまに良くしてもらった時
は覚えていて感謝しますが、日々の生活の中で恵みだけではなく、さらに良
くなるために訓練を受けた時、神さまの恵み・自分にしてくださった約束が
見失われてしまいます。目の前にどんな状況があったとしても、すべては神
の知るところです。すべてを神さまに委ねて、最初に神さまの愛を知り、神
さまが自分に約束されたことを忘れず、守り通す信仰を持ち続けましょう。

牧 一穂 牧師

  

　

9 月の誕生者
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　私達は日々の生活の中で素直になれない出来事に直面します。その
時、あなたはどちらを選びますか？神様に手を伸ばし、自分の心が変
えられることを選ぶでしょうか、それとも頑なになって自分のやり方
で生きるでしょうか。
　聖書には人の生き様が書かれており、神様に従った人の生き方と従
わなかった人の生き方の両方を見ることができます。イエス様を殺そ
うとしたパリサイ人達は心を頑なにし、神様に従うことができません
でした。聖書には「幼子のように素直になりなさい」と書かれています。
心を頑なにして自分の欲や在り方に囚われるのではなく、素直な心で
神様と共に歩んでいきましょう。

　聖画にはアトリビュート（その人物を表す特徴や持物）というもの
がよく描かれます。「四人の賢人」の絵にも、弟子達が聖書や鍵など、
その人の人生を象徴するアトリビュートとともに描かれています。人
にはその人の生きたシンボルのようなものが生涯を通して出来てきま
す。あなたのアトリビュートは何でしょうか？
　その絵の中には、剣を持って描かれている者もいました。武器とし
ての剣で立ち向かってしまった彼の弱さは、後に御言葉の剣を持って
戦うという意味へと変えられます。このように、神様は私達の弱点で
さえ良いものに変えていくことができると教えられています。

　聖書は私達に罪を教え、私達を本来の姿に戻そうとします。また、
全てのストーリーを通してバランスが大切であるということが教えら
れています。あなたの人生は本当にバランスを保っているでしょうか。
何かに偏っていないでしょうか。
　聖書は罪が何であるかを教えますが、あなたが罪人であることを伝
えたいのではありません。あなたが神様に愛されているということを
伝えたいのです。しかし、私達は素晴らしく作られた本来の姿からだ
んだんと離れてしまいます。良くなりたいと願いながら、してはいけ
ないことをしてしまう。そんな弱さや罪に気付くように、聖書は私達
にまず罪が何であるかを教えます。
　あなたは自分の汚い部分を理解していますか？汚れは洗えば綺麗に
なります。大事なことは、その汚れの着いた部分を知ることです。聖
書は、あなたは駄目だ・価値がないと言っているのではなく、あなた
に着いた汚れ（罪）を取りなさいと言っているのです。

『さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せら
れたので、彼らはみもとに来た。（マルコ3：13）』
　『イエスが山に登り』ハル（山）とアーラー（登る）という言葉が使
われており、ノアの箱舟（創 7：19）と天地創造（創 2：6）の箇所に
同じ言語が使われています。登るという山は、神様が地上と海を分け
られてできたものと同じです。そして、ノアの洪水の際に水が全てを
覆った状態は、神が全てを統治するということを表しています。
人々の罪の為に、神様は作られたものを洪水によって滅ぼされました。
しかし、もう一度イエス様はその山に登り、神の権威によって統治す
るということが示されています。
　そして、『ご自分が望む者たち』という言葉を選んで使われています。
ハーフェーツ（望む）。この部分と同じ言語は、ヒビ人シェケムとヤコ
ブの娘の婚礼の箇所（創 34：19）に出てきます。ヒビ人はヤコブの血
筋と異なり、割礼を受けていませんでした。そこで、割礼を受けて自
分たちの部族に入るなら認めると言われた時、彼は喜んで受け入れて
それを行いました。この箇所と同じ言葉が使われていることから、呼
ばれた弟子達はイエス様の呼びかけに喜んで応えたことが分かります。
人は一度失敗して、罪によって滅ぼされましたが、その中から神様が
望む人は誰だったかというと喜んで付いていこうとした人でした。
　『呼び寄せられる』カーラー（呼ぶ）という意味で、「神は光を昼と
名づけ、闇を夜と名づけられた。」（創1：5）と同じ言語が使われています。
神は選び分けて名づけ、あなたを呼んでいます。今までに失敗したこと
があったとしても、神様はそれを用いて栄光に変えようとされる方です。
　『彼らはみもとに来た』ボー（来る、もたらす）。この部分は、神様
に造られた生き物が人によって名づけられた（創 2：19）という箇所
に同じ言語が使われています。名前をつける（役割を与える）権威は
神様から与えられたものです。神様はあなたの過去の全ての罪を赦し、

マルコ3:13~19

先日義兄の葬儀が行われました。
私自身義兄に対して親密な関係を築けていませんでした。理由
は、ある時のことです。兄弟姉妹で集まり近況を話し合う機会
がありました。義兄は酒癖が悪く、悪態や精神的暴力を受けて
いる事を泣きながら話しをする姉の姿を見てその時から義兄に
対して苛立ちと排除する気持ちになり、疎遠になっていきまし
た。でも、癌を患い闘病生活に入った事を聞いた時から癒しと
回復の為祈るようになりました。　
私は家族伝道を示されており、姉や義兄の救いの為に夫婦で祈
りました。祈りの中で悔い改めました。
今振り返ると義兄に対して排除するのではなく、もっと関わり
をもって神様の愛を伝えることはできたのではないかと思う部
分もあります。それも全て委ねて祈っていきます。
義兄は亡くなりましたが、残された家族に伝道はできます。死
が終わりではなく、永遠の命が与えられていること。この素晴
らしい神様の真理の愛を夫婦で祈りながら伝えていきます。　
　
Ⅱペテロ3章9節
『主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のこ
とを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたが
たに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びるこ
とを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられ
るのです。』
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神様との約束
素直な心で従う

あなたの名前の意味

本来の姿に戻る

16:30~ASE

神様は私達の過去の失敗や罪も全て知った上で私に付いてきなさいと
言われます。私達は価値の無い者や罪人ではなく、罪を赦された者な
のです。神様は私達の人生を良いものに作り変えて下さいます。そして、
新しい契約（約束）を与えようとされる時に、必ずあなたの名を呼ば
れます。神様に呼ばれた時には心を頑なにせず、素直な心で付いてい
けるようにしましょう。
「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選ん
だのである。そしてあなたがたを立てた。それは、あなたがたが行っ
て実をむすび、その実がいつまでも残るためであり、また、あなたが
たがわたしの名によって父に求めるものはなんでも、父が与えて下さ
るためである（ヨハネ15：16）」

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 楢村紗英   澤口明子

西嵜達也

石坂美緒 石原奈々絵

丸井克己

永井千愛

曽我一裕   岡本絆

河島弘子

泉水京子

  

高橋未衣

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝
~改名 あなたの名前~　

あなたは何を持っていますか？

呼びかけに喜んで応える

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~

草加教会30周年

KiKi さんゴスペル

スペシャルサタデー

食と農のWS（稲刈り）


