
　

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

神様があなたを選びました。あなたが私を選んだわけではない。それ
が実を結び残るためである。残った者の実は数えきれない砂のような
海の砂のような空の星のようになる。という約束がこの中にあります。

●彼ら（使徒）を遣わす
シャーラハ「遣わす」創 3:22。永遠に生きる　悪霊を追い出す。とい
う意味があります。私達の失敗を通して、神様は私達を遣わされます。

●ガーラシュ「追放する」
創3:24エデンの追放　第二のアダムにより回復
シャーラハとガーラシュはアダムとイブが罪を犯した時の出来事です。
彼らは木の実を見て美しいと思って手を伸ばしました。これがシャー
ラハです。これは手を差し伸べるという意味です。神様は私たちの人
生の大失敗、人間の原点の大失敗を同じ言葉を使って遣わされます。
私達は失敗をしました。でもその失敗の土台にある私たちを神様は遣
わすと言われました。実はあの収税人マタイも神様の前に私について
きなさいと言われた時に、手を伸ばして立ち上がったというのも同じ
なのです。エデンの園で神様を裏切った人間が神に隠れて取って食べ、
彼らは神様によってエデンの園から追放されました。彼らは追放され
たのですがその同じ手を差し伸べたその手が知識を知りました。その
私たちが神の知恵を知りイエスキリストを通して追放された私たちが
自分の中にある悪を追放し、私達に働くすべての悪を追放する権威が
与えられたのです。私達が新たに神に手を差し伸べる時に私たちの心
の中に潜む、本来神の作品としてつくられたにも関わらずそうではな
くなった私達の内側にある、自分が求めない悪を追い出すことが出来
る力を頂くことができるのです。それは失敗者であった私たちが失敗
者であることを知った瞬間から起こる奇跡です。私達の罪は赦され、
神様に喜んで従うならば、あなたの家はエデンの園となりそこに住ま
うことができるのです。

　アダムとエバの血を引き継いだシモン。彼の名は「聞く」創世記3:8。
「聞く」最高の献げ物であり礼拝です。（Ⅰサムエル 15:22）にも同じ
原語が使われています。アダムとエバは、神様との約束を破り、食べ
てはならない木の実を食べ、それを人のせいにしました。自分自身で
善悪を判断し、御顔を避けました。しかし、神はその罪を赦し。エデ
ンの神と人との交わりを回復されたのです。（関係の再回復・御声を聞
くものへの回復）

　マリヤは聞くことを選びました。一番良いものを選びました。マル
タは大騒ぎして聞くことを忘れてしまいました。神へのいけにえは砕
かれた魂、砕かれた心、神はそれをさげすまれません。神様の前に砕
かれるためには私たちはなくならなければなりません。我がうちには
私が生きるにあらず。キリストが我がうちに生きるなり。です。

　特別にペテロ「岩」と名づけられました。（へ）ケーフ。ヨブ記30:6「岩
の穴」ケーフと同じです。それは蔑まれ、忌み嫌われ、国から追い出
された者たちの住む所を指し示します。エレミヤ書 4:29「岩によじ登
る」ケーフという同じ原語が使われている箇所がありますが、神から
離れ、偶像礼拝の罪を犯した民に対する神の裁きの預言です。しかし
そこにも神様の回復があるのです。岩の穴から叫んでいる私達。イエ
ス様はそのあたなを選び語られています。「私達の目線を変え、神様と
同じものを見、ついてきなさい。」と。

「御国が来ますように」

泉水京子

来週の奉仕者
（１０月２日）

日名 洋 
岩﨑 祥誉
高橋 奈津江
富岡 美千男
富岡 牧
山本 麻美
岡本 享子
岩﨑 雅弘
神達 良子
秋山 耕平
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今週は…創世記25章1節～創世記27章29節

　～リビングライフより～

「悔い改め」「悔い改め」
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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 ９月１８日 ） 

（要約者：西嵜 孝之）

福澤先生
特別祈祷会

福澤先生
賛美練習

火曜日のリビングライフで『従うときに訪れる危機、良い道を開かれる神 ( 創
世記 26:1-11)』が語られました。今回の箇所では、イサクに父アブラハムに
与えられた神の約束が受け継がれていったその様子を見ることができます。
神はイサクに、エジプトへ下ってはならず、「わたしがあなたに告げる地に
住みなさい」と言われます。自分に置き換えてみてください。移住ではなく
とも、今までの自分が慣れていたこととは全く逆のことを神さまから示され
たら、イサクやその父アブラハムのように疑うことなくすぐに従順に従うこ
とが出来ますか？イサクもこの時に目の前には飢饉があって、父アブラハム
の約束という大きな使命を受け取って不安と恐れでいっぱいでした。しかし、
一番大きなポイントはこの神の約束…父アブラハムに誓った誓いを果たすと
神ご自身が言っておられるところにあります。そして、イサクはそのことを
信仰により受け止め、父アブラハムと共にいてくださった神ご自身が自分と
共にいてその約束を成し遂げると信じて歩みます。しかし、父と同様に間違
いを犯してしまいます。妻を妹と偽ったのです。危機を感じた時、主に頼る
のではなく、自分の考えで行動したことです。分かることは、神の約束を成
し遂げる使命の人であったとしても初めから完全な信仰があるわけではない
ということです。苦難の中で、恐れから自分の力で対処しようとしたイサク
に対し主はイサクを裁くことをされませんでした。その苦難からも救い出し
てくださいました。神さまは、私たちを倒すために苦難を与えるお方ではあ
りません。苦難の中にあって、共にいてくださり、守り、そして信仰の確信
を私たちに与えてくださるのです。今日、苦難を通っている一人一人と共に
おられるイエスさまの愛と憐れみの中に生かされる…そのような恵みの中を
歩む一日としていきましょう。

牧 一穂 牧師
牧 唯恵 伝道師
西嵜 芳栄 伝道師
李 雋英
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　教会には節目があります。年に一回誕生日がやってきます。私たち
の教会でもこの誕生日をとっても大事にしています。なぜかならばそ
の人が生まれたその意味がある日だからです。
それをもう一度思い出すことができる。教会にはクリスマスがありま
す。あなたの為にお生まれになった人がいます。そしてイースターが
あります。それはあなたのために死んで命をかけて復活された方がい
ます。教会の節目はそれを確認する日です。私たち３０年の節目にも
う一度この神様の計画、そしてこの教会に与えられた使命が一体何な
のか？！そしてその使命に立つ私たちがどこに目を向けていなければ
ならないかということを考えなければなりません。

　ハル「山」7:19 アーラー「登る」創 2:6 支配、統治が全世界にノア
水浸す。当時の文化はヘブル文化でした。ヘブル語の言葉一つ一つが
どういう意味でイエス様が使われていたのか。そこには意味がありま
す。イエス様が再びとかイエスが山に登りと言わなくても文脈的に理
解できますが、わざわざ入れているところに意味があるのです。
これは、アダムとイブが食べてはならない善悪の木の実を食べ、その
瞬間に彼ら自分たちで善悪を判断するようになりました。つまり私た
ちが神になってしまったのです。しかし全ての人間が犯した罪を神は
大洪水で滅ぼしつくしました。ノアの箱舟の大洪水が起こった時に川
の水が上がってきた時に山々を全部覆いました。その大海が全地を覆っ
た瞬間これがこの言葉の原点、「アーラー」という言葉です。ですから
イエスキリストは旧約の時代、神は人々を罰として滅ぼすがもう私は
こんな方法で滅ぼすまい。と、神様はその計画の中で全く違う方法を
選びました。イエスキリストが山に登る。それはイエスキリストが十
字架の愛で全地を権威で満たすという意味です。

　ハーフェーツ「望む」創 34:19　ヤコブの娘の婚礼の話です。ヒビ
人シェケムがヤコブの娘と結婚することは、違う種族の婚礼になりま
す。その為に夫のであるシェケムは妻の部族に入る為に割礼を行わな
ければなりませんでした。シュケムは普通では躊躇するような決断に
喜んで応えました。そこにこの「望む」という原語が使われています。「割
礼」は神の約束や命令を重んじ、加わることを望むものです。私たち
はどうでしょうか？あなたは快く神がせよと言われることを聴いてい
ますか？神が望む人は、文句を言わず信じて従う人です。

●呼びよせられる
カーラー「呼ぶ」創1:5。ここでの意味は神は選び分ける。という事です。
神は光を昼と名づけ闇を夜と名づけられました。神が呼び寄せられる
ものたちは完全に選び分けられたことを受け取りましょう。

●彼らはみもとに来た
ボー「来る、もたらす」創2:19。これは
全ての万物の生き物がアダムとイブの所へ連れてこられ、人が名前を
付けた場面に使われているところです。そしてそのすべての生き物を
応じてイメージに応じて名前を付けて行きました。そして役割がしっ
かりと明確に定められていきました。

●12弟子
12 弟子とは、イエスキリストに従い、神の契約の中に生きる人。あな
たのことです。
この十二人（シャネールアーサル）は、「２…権威ある者として、他と
二分された者」「１０…アーサル「十分の一をささげる」創 28:22 ヤコ
ブのベテル。」ヤコブが神と戦う個所です。神は全てを与えて守ると約
束され、その約束に応えて、すべてを与えて下さる中から十分の一を
お返しするという、神と人の契約神の約束が成就した場面です。イス
ラエルが神の家に帰る。このような意味があります。私達の人生の十
分の一を神様に返すという約束は、私達の心が守られるためのもので
す。私達はこの十分の一を大切に考えることができているでしょうか？

●任命し
マーナー「数える」創 13:16。これはロトとアブラハムの別れの後、
イスラエルが数えきれないほどの民となる。という個所と同じ原語が
使われています。

マルコ3:13~19

私はよく、1人で全部やらないと！と思ってしまいます。
頭の中でやらないといけない事を並べて、誰かに頼るという事
が頭からなくなり、1人忙しくなっています。
勿論、そんな時は神様に祈る・神様に委ねるという事は出来て
いません。
神様はいつも、手を広げて待っていてくださっているのに、1
人で大丈夫です！と私は頑なになっています。神様、ごめんな
さい。
でも私たちがこのような頑な心になっていても、いつも変わら
ずに両手を広げ待っていてくださる神様がいます。
だから私は、神様の前で色々手放す為には、自分1人が抱える
のではなく、周りともっと関係を作りながら、自分が本来任さ
れていることをやっていきたいと思います！

(ルカの福音書 10:40,41,42)
『ところが、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着か
ず、みもとに来て言った。「主よ。私の姉妹が私だけにもてなし
をさせているのを、何ともお思いにならないのですか。私の手
伝いをするように、おっしゃってください。」
主は答えられた。「マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを
思い煩って、心を乱しています。
しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良いほうを
選びました。それが彼女から取り上げられることはありませ
ん。」』

横山栄子 岩﨑優輝
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あなたの為に

アダムとエバ（自分で判断してしまう私達）

マリヤとマルタ

シモンからペテロへ

ご自分が望む者たち

16:30~ASE

16:30~ASE

今日、私たちは祈りたいのです。本当にあなたは、今あなたの名前の
役割を果たしていますか！？一人ひとり名前があります。本当にあな
たの役割を果たしているでしょうか！？そしてその目で見ているもの
がイエス様と同じでしょうか！？あなたはペテロです。そうです失敗
者です。自分を否定しているかもしれません。だけど神様はそんなあ
なたを選んで、望む者としてついてきなさいと言ってくれています。
あとは返事をするだけです。
神様があなたを選んだのは行って実を結びその実が残るためです。

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

富岡千秋   富岡牧 西嵜達也

石坂美緒 石原奈々絵

永井千愛

曽我一裕   岡本絆

河島弘子

池田優香

泉水京子   

高橋未衣

 主　日　礼　拝 主　日　礼　拝
神の計画~ あなたの名前~　

イエスが山に登り

誕生者のお祝い
セル活動

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~

サルーキ＝
コンサート

KiKi さんゴスペル

スペシャルサタデー

食と農のWS（稲刈り）


