みことばの糧 100９『祝福の再契約』
創世記９：１－１１
堕落と不法が満ちたので、神は、人を「地上からぬ
ぐい去ろう」と言われた。さらに「人だけでなく、家
畜も這うものも空の鳥も」とまで言われた。いいとば
っちりであるが、神は、アダムとエバ、カインの時と
同様に、箱船を建造する力を与えて、ノアとその家
族、またすべて命あるものは雌雄二つずつ、また創世
記 7：2 では「すべて七つがいずつ」を助け出し、
人・被造物が生きていくことができるようにされた。
地上のすべてを覆い尽くす大洪水は激烈な裁きであ
ったが、1 年かかってようやく水がひき、ノアと家
族、動物たちは乾いた大地に降り立つことができた。
ノアは、まず「主のために祭壇を築いた。そして…
焼き尽くす献げ物として祭壇の上に献げた」
。大洪水
の間、箱船の中で過ごした 1 年間はどれほど恐怖、不
安、苦労の多いものであったろうか。
40 日 40 夜の豪雨、すべてが吞み込まれていく世の
終わりと思える大洪水、1 年にもおよぶ船中生活、動
物や鳥たちの世話、異臭、閉塞感、どんなにか辛い
日々であったかと思うが、ノアと家族は、不平不満で
はなく、まず感謝の礼拝を献げた。
わずか 1 週間の歩みの中でもなかなかに辛いことが
ある。理不尽な思いをすることもある。しかし、生か
されて主の御前に礼拝を献げる時が来た。ならば、ま
ず感謝を献げること、それが主日礼拝であることを示
される。神はノアの礼拝、信仰を見て、地を洪水によ
って滅ぼすことは 2 度としないと言われた。そして、
アダムとエバに与えられた最初の祝福、
「産めよ、増
えよ、地に満ちよ」、「地の命あるものすべて」を再び
与えてくださった。なんという神の愛！
ただし、「善悪の知識の木の実」に手を出してはな
らなかったように、「血を含んだままの肉」と、
「人の
命」に手を出してはならないと戒められた。いずれも
神によって創造された命としての尊厳を守るようにと
の戒めである。神はこの祝福と契約を「代々とこし
え」のものとされ、その証を「美しい虹」とされた。
今も私たちは時に虹を見る。主の祝福と契約は今もな
お続いているのである。感謝をもって礼拝を献げ、命
を大切にして参りましょう。ハレルヤ！中島 聡主任牧
師

主の祈り
天にまします我らの父よ。
願わくは御名(みな)をあがめさせたまえ。
御国(みくに)を来たらせたまえ。
みこころの天になるごとく、地にもなさせたまえ。
我らの日用(にちよう)の糧(かて)を今日も与えたまえ。
我らに罪を犯すものを我らが赦(ゆる)すごとく、
我らの罪をも赦したまえ。
我らを試(こころ）みに会わせず、
悪より救いいだしたまえ。
国と力と栄えとは、
限りなく汝(なんじ)のものなればなり。アーメン。
本主日(９/２０)礼拝奉仕者

日本キリスト教団

清水ヶ丘教会

週 報
2020.9.20 No.69-38
｢わたしは雲の中にわたしの虹を
置く。これはわたしと大地の間
に立てた契約のしるしとなる。｣
創世記 9:13

受付：田中 菊恵姉、深澤 めぐみ姉
次主日(９/２７)礼拝奉仕者

受付：渡部 忠史兄、渡辺 由香姉
受付以外は中島主任牧師が備えます。
会堂清掃：E(物袋)組 9/19(土)14:30～
会堂清掃：F(小﨑)組 9/26(土)14:30～

定 期 集 会 案 内
主日公同礼拝 日曜日 Ⅰ
Ⅱ
子どもの教会 日曜日
イブニング・チャペル 日曜日
聖書講読・祈祷会 水曜日

9:00～10:00
10:30～11:45
9:00～10:15
17:00～17:45
10:00～11:00

壮年会・婦人会・青年の集い・教会聖歌隊・ゴスペルク
ワイア・お茶の会・手芸の会・讃美の集い等があります
ので、どうぞ、牧師、事務までお問い合わせください。

郵 便 振 替 口 座

00220 – 2 - 1706

清水ヶ丘教会

2020 年教会標語・聖句
≪主の大いなる祝福を確信しよう！≫
「神は、私たちをキリストにおいて、天のあらゆる
霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の
前に、神は私たちを愛して、御自分の前で聖なる者、
汚れのない者にしようと、キリストにおいてお選び
になりました。」エフェソの信徒への手紙 1:3b-4

主任牧師 中島

聡

牧 師 片平 貴宣
伝道師 田中 尚美

〒232-0006 横浜市南区南太田 1-37-10
（京浜急行「南太田」駅下車 山側徒歩２分）
電話（０４５）７１１－２９９０
FAX （０４５）７１１－２９９３
ymission＠shimizugaoka.com
https://www.shimizugaoka.com/

No.69-38 聖霊降臨節第 17 主日 2020.9.20
Ⅰ礼拝:鶏鳴ﾁｬﾍﾟﾙ 9:00～
司式：秋山 望兄
奏楽：小山 充子姉
説教･祝祷：片平 貴宣牧師

Ⅱ礼拝:礼拝堂 10:30～
司式：倉持 大志兄
奏楽：小山 充子姉
説教･祝祷：中島 聡牧師

第 25 回「横浜聖句書道展」開催・聖句の書を通しての伝道が豊かに祝されますように祈りましょう！
2020 年･聖書通読 目標｢1 日 3 章！｣
◎詩編１８編～詩編３８編

今 週 の主 な集 会 ・行 事 案 内

･9:00- JC 礼拝 オリーブ・小麦 於:教育館
大麦 於:みるとす ･カルポスの会 於：和室前
･13:00- ９月度教会役員会 於：教育館
＊12:45会場設営の御協力をお願いします。
・・
＜招き・備えられた主の食卓＞
17:00- イブニングチャペル 於：鶏鳴チャペル
前
奏 Ⅰ＆Ⅱ「ただあなたに、主イエスキリストよ」 21(月・祝) どんどん手芸の会（中止）
F. W. Zachow
･9:00-17:00 ゴスペルプレイズ Vol.１０・ＣＤ録音
於：ﾐｯｼｮﾝホール ＊立入りにはご注意下さい。
招
詞 詩編４５：３
･ＣＤ録音終了後 聖句書道展会場設営
22(火・祝) †10:30- 竹田美智子姉納骨式 於：鶏鳴
＜福音･御言葉による食卓＞
司式：中島牧師 奏楽：萩原美砂子姉
御言葉を求める祈り
･13:00-聖句書道展 作品搬入、展示 於：ﾐｯｼｮﾝホール
23(水)～27(日) 第 25 回「横浜聖句書道展」開催！
讃
美＊ 讃１１５
さんび
10:00- 聖書講読･祈祷会 於:鶏鳴チャペル
聖
書 創世記９：１－１１ 旧 p.11
聖書:列王記上７章
担当:片平牧師
説
教 『祝福の再契約』
25(金)13:30-白百合光の子幼稚園 園生活説明会
讃
美＊ 讃５２２
26(土) †黒澤すぎの姉納骨式 司式：中島牧師
於：さいたま市営霊園 思い出の里
主の祈り
讃 93-5A
p.148

教 会 ･会 員 ･教 友 ･園 近 況
＜献身・福音に応える＞
献
頌

金 讃６４
栄＊ 讃２８

＜派遣・新たなる日々へ＞
祝

祷＊

後

奏

報

告

黙

祷

相互挨拶・退場
＊印 ご無理でない方はご起立ください。
し

†三好武夫兄 9 月 10 日、心不全のため天に召されました。
16 日、中島牧師の司式により礼拝堂において告別式が営ま
れました。ご遺族の上に主の御慰めを祈りましょう。
享年：80 歳 90 日 喪主：中島牧師
†小濱初子姉 去る 6 月 9 日に召天されたとご家族より連絡が
ありました。享年 89 歳 80 日。ご遺族に主の平安とお慰め
がありますようお祈りいたします。
□地区消息からのお願い 礼拝出席の滞っておられる兄姉に
お手紙にて問安を行うことになりました。問安用として担当
者会で作ったお手紙に各自で一筆添えて発送していただく
ものです。お手紙と返信用葉書は準備しています。ご自身
で気がかりな教会員がおられましたら是非ご協力をお願い
いたします。問い合わせは、岩崎姉、木村姉、丹波姉、渡
部兄までお願いします。
□飯田三千代姉 このたびご自宅近くの茅ヶ崎恵泉教会に転
会されました。新しい教会生活が祝されますようお祈りしまし
ょう。

□簑島二三子姉 リンパ腫のため半年間の抗がん治療を受
けられます。どうか主の御癒しの御手がありますように
祈って参りましょう！
□先主日の敬老祝福祈祷の際にお配りしたプリントに節目の
方に「記念の御品」とありましたが、本年は「御祝のカード」を
御贈りさせて頂きました。お詫びして訂正いたします。

□KGCM ファミリー(石川、福井、横浜、大阪、清水ヶ丘)
による CDvol.3「なんという喜び」(Piano-KOJI プロデュ
ース)が完成しました！困難な時代ですが、ファミリークワ
イアで祈りつつ、出来る限りの練習と録音を主が導いてく
ださいました。どうぞご購入下さり、伝道に用いて下さい！
□先主日、受洗５０周年顕彰式（仲井宣雄兄、安田眞利
子姉、熊谷守浩兄、坂本ますみ姉）が行われまし
た。これからも益々豊かな主の祝福がありますよ
うに祈って参りましょう。
□9/27（日）に予定されていた関東敬和の会はコロナ感
染予防のために中止となりました。ミッションスクール進
学ご希望の方がおられましたら、ぜひご紹介ください。
□10/4（日）特別礼拝 説教者：冨山隆先生(関東学院中
学高校学校長) ＊礼拝において田中尚美伝道師の清
水ヶ丘教会担任教師の就任式が執り行われます。

次聖日 (９/２７)予告
説教:『永遠なる主の神殿』
Ⅰ田中 尚美伝道師 Ⅱ中島 聡牧師
聖書: 創世記 11:1-9 旧 p.13
讃美：116、教会聖歌隊、580、64、28
司式：Ⅰ横打 圭子姉 Ⅱ横打 圭子姉
奏楽：Ⅰ吉川 杏姉 Ⅱ岡田 裕美姉
・16:00- 聖句書道展作品搬出
・17:00- イブニングチャペル 於：鶏鳴チャペル

先週集会記録（9/13～9/19）
JC 礼拝 ｵﾘｰﾌﾞ 9 名、小麦 7 名、大麦 5 名 大人 20 名 計４１名
カルポスの会 ﾒﾝﾊﾞｰ 2 名 ｽﾀｯﾌ 2 名 計４名
Ⅰ礼拝 １８名 献金 11,000 円
Ⅱ礼拝 １２７名(視聴 75 回 9/18) 献金 93,900 円
イブチャペ ２名(視聴 25 回 9/18) 献金 5,000 円
ゴスペル WS 9/15 ３３名、9/16 ２２名
聖書講読･祈祷会 9/16 １２名
†三好武夫兄告別式 9/16 ６８名

