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みことばの糧 １1４8 『善悪の知識の木を守る』 

創世記３：１～７ 

 神様は天地万物の根源に「光」(キリスト)を据えて、宇

宙、地球、すべてを「良きもの」として創造されました。 

 そして、御自分に似せて、御自分にかたどって人を男と女

に創造されました。他のすべての被造物も「良きもの」でし

たが、神様は人を「祝福」されました。そして、他の被造物

を支配するという使命を与えられました。 

 神様は「六日間」をもってすべての創造を「完成」されま

した。すなわち、この宇宙、地球は、神様の御心に適って生

きるならば「完成」された状態にあるのです。幸せに生きる

ことができるのです。しかし、人が不足、不平不満を感じ、

傲慢にも奪いにかかると、忽ち不幸になってしまいます。 

 神様は「第七の日」に安息され、この第七の日を「祝福」

し、さらに「聖別」されました。ここに祝福の原意がありま

す。最大の祝福とは、天地創造の主を知り、他の人間の一切

の営み(経済活動、趣味、鍛錬等 )々に優り、主に感謝の礼拝

を捧げることそのものであり、礼拝によって聖別され、神の

子とせられ、そこに最大の祝福が注がれるのです。 

 「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、

その鼻に命の息を吹き入れられ」、「エデンの園を設け、自ら

形づくった人をそこに置かれました」。また、「人から抜き取

ったあばら骨で女を造り上げられ」ました。主はアダムとエ

バを「エデンの園に住まわせ」、「そこを耕し、守るように」

選ばれました。 

 神様はエデンの園のすべての木の果実を二人に与えられま

した。それで十二分に幸せに生きていくことができました。

しかし、サタンの誘惑によって不足、不満を感じた二人は、

禁を破って園の中央にある木の実を食べてしまいました。 

 サタンはこの時、永遠の命の木ではなく、善悪の知識の木

の実を食べるように唆しました。ここに罪の原意がありま

す。それは創造主への不足、不満を覚えることであり、「善

悪の知識」によって、「これは善い、これは悪い」と神に成

り代わって他を裁くことです。神はこれを傲慢として退けら

れます。 

 「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなこと

にも感謝しなさい。」(Ⅰテサロニケ5:16-18) 信仰、伝道は

創造主から与えられている恵みに感謝し、礼拝を守り、与え

られた使命、宣教に仕えることによって成し遂げられていき

ます。ハレルヤ！              中島 聡牧師 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本キリスト教団 

清水ヶ丘教会 
 

週 報 

2023.5.21 No.72-21 

2023年教会標語・聖句 

≪主の祝福を世に現そう！≫ 
 

「あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うなら

ば、これらの祝福はすべてあなたに臨み、実現 

するであろう。あなたは町にいても祝福され、 

野にいても祝福される。」申命記 28 章 2-3 節 

「神がお造りになったものはすべて 

良いものであり、感謝して受けるなら

ば、何一つ捨てるものはないからで

す。神の言葉と祈りとによって聖なる 

ものとされるのです。」 

テモテへの手紙一 ４：４-５ 

    

 

定 期 集 会 案 内 
主日公同礼拝 日曜日 Ⅰ 9:00～10:00 
  Ⅱ 10:30～11:45 
子どもの教会 日曜日  9:00～10:15 
イ ブ ニ ン グ ・ チ ャ ペ ル 日曜日  17:00～17:45 
聖 書 講 読 ・ 祈 祷 会 水曜日  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 
 

振替用紙使用の場合:00220–2-1706 清水ヶ丘教会 
ATMからの場合:以下の手順でお願いします。 
ゆうちょ銀行⇒｢せ｣から 029⇒当座⇒0001706 

主任牧師 中島 聡 

          牧師 片平 貴宣 

          牧師 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/ 

  
本主日（5/21）礼拝奉仕者(敬称略) 

受付：渡部忠史、梅田孝子 
案内：浅野康美、宣教部役員 
放送：小河雅路、本間俊二、平田璃子 
献金：木村牧子、関野ゆみ子、皆川江里子 

大塚加寿美、小島緑 
会堂清掃：カルポスの会 5/14(日) 礼拝後- 

 
次主日（5/28）礼拝奉仕者(敬称略) 

受付：風味昭子、小田桐彩子 
案内：庭山晴美、物袋晴美 
放送：小河雅路、田川真理子、井上羊一 
献金：佐藤順子、宮島廣子、鈴木美雪 

田中遼、藤原拓海 
聖餐準備：中西百合子、風味昭子、大野元子 
会堂清掃：B 組(横打組) 5/27(土) 10:30- 

 
2022年度教会決算総会公示 

 
 日 時：2023 年 5 月 28 日(日) 12 時 30 分～14 時 00 分 
 場 所：清水ヶ丘教会 礼拝堂 
 議 題： 
１ 第１号議案 2022 年度各種活動報告承認の件 
２ 第２号議案 2022 年度教会会計決算報告承認の件  
３ 第３号議案 2022 年度教会会計剰余金処分（案）承認

の件 
４ 第４号議案 個人情報保護指針の新設に伴う「教会規

則改訂」(案)承認の件 
５ その他 
６ 2022 年度教会決算総会記録承認の件 
                      2023 年 4 月 30 日 
                日本基督教団清水ヶ丘教会 

代表役員 中島 聡 教会役員会 



収穫感謝・謝恩日礼拝 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ礼拝:鶏鳴チャペル 9:00～ 

司式：吉川 真理 
奏楽：天野 俊子 
説教･祝祷:片平 貴宣牧師 

 
 
＜招き・備えられた主の食卓＞  

前  奏  

Ⅰ｢造り主を賛美します｣       T. スミス 

Ⅱ｢今 我らは聖霊に願う｣   D. ブクステフーデ 

招  詞 箴言９：１０ 
 
＜福音･御言葉による食卓＞ 

賛  美 「小さな石」 

御言葉を求める祈り 

賛  美＊ 讃４０４ 

聖  書  創世記３：１～７  旧 p.3 

説  教  『善悪の知識の木を守る』 

賛  美＊ 讃５５ 

主の祈り  讃９３－５Ａ    p.148 
 
＜献身・福音に応える＞ 
献  金  讃６４ 

頌  栄＊ 讃２５ 
 
＜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。 

Ⅱ礼拝:礼拝堂 10:30～ 

司式：吉川 真理 
奏楽：天野 俊子 
説教･祝祷:中島 聡牧師 

2023年･聖書通読 目標｢１日３章！｣ 
◎創世記４３章～出エジプト記１３章  

「聖書通読」に再挑戦！ 

今週の主な集会･行事案内  
・9:00- JC礼拝 オリーブ、小麦合同礼拝(礼拝堂) 

大麦(園ちゅうりっぷ) 
･9:00- カルポスの会(ナルド)  
･礼拝後、午後の讃美(礼拝堂) 
・13:00- ５月度定例役員会 於：教育館 
・17:00- イブニングチャペル 於：鶏鳴チャペル 
22(月)～29(月) 教会地階空調工事(事務所、和室、厨房) 
＊22(月)～24(水)事務所を閉所します。 
＊22(月)～23(火)一時停電、23(火)午前 クレーン車作業 
23(火) 新会堂献堂記念日  
・13:30-からし種の会 於：鶏鳴チャペル 
 (横浜 Gospel Delights) 
・15:30-市幼協理事会・運営委員会(Zoom)  
24(水) 9:30- 園・合同礼拝(片平牧師) 
・10:00-聖書講読祈祷会 於：鶏鳴 
     聖書：エステル記 6章 担当：中島牧師 
・市幼協新任教員研修会 於：南公会堂 
25(木) 園・かんがるークラス、園庭開放、教師会  

（蒔田コーラス） 
26(金) 10:00-南区交通安全対策協議会 於：南区役所 
・13:15-園・白百合の会 於：ミッションホール 
・17:30-市幼協南区園長研修会 
27(土) (テアトルリーベ) 

次聖日(５/２８･ペンテコステ･聖餐式)予告 
説教:『ペンテコステの祝福』 
Ⅰ中島 聡牧師  Ⅱ片平 貴宣牧師 
聖書：使徒言行録 2：37-42 新 p.216 
使徒信条、賛美：｢小さな石｣、345、347、81、64、25 
司式：Ⅰ倉持 大志 Ⅱ倉持 大志 
奏楽：Ⅰ春山 生子 Ⅱ岡田 裕美 
･9:00- JC 礼拝：オリーブ・小麦・大麦合同(礼拝堂) 
･9：00- カルポスの会(第Ⅰ礼拝に合流) 
･12:30- 教会決算総会 於：礼拝堂 
･15:00- 幼稚園理事会、評議員会 於：教育館 
･17:00-イブニングチャペル(鶏鳴) 

□今週、22（月）～24(水)  教会地階空調工事のため、 

事務所閉所します。停電、クレーン車作業があります。

工事の無事安全のためにお祈りをお願いします。 

□「聖書通読の恵み」原稿募集！ メールでの投稿は、

jimu@shimizugaoka.comまで送ってください。皆さんの 

御協力をお願いします。（担当：小島俊一） 

□姉妹教会・水原城教会訪問団の募集  相互訪問を再 

開します。今年は清水ヶ丘が韓国を訪問します。 

9/22(金)～25(月)の日程で参加できる方は秋山るか 

日韓交流委員長までお申し込みください。今回、１５名

程度の訪問団を予定しています。 

□2022年度決算総会出欠届 5/28決算総会の出欠届を

お願いします。やむを得ず欠席される方は委任状を提

出ください。議案書を先主日に配布しましたが、まだの

教会員は本日中にお受け取り下さい。 

教会・会員・教友・園近況 
†先主日、大津久枝さんの納骨式が執り行われました。大津一
郎ご夫妻がシアトルより帰国、参列され、鶏鳴チャペルにお
ける式典の後、墓苑にて久枝さんのスライドを拝見し、納骨
いたしました。 

†吉村千代子さん 3月 30日に天に召され、御家族により葬儀

式、納骨式が営まれたことのお知らせがありました。主の御

慰めをお祈り申し上げます。 享年 94歳 314日 

□先主日、「７５年史」の発送作業が行われました。編集委員

の皆さんの御奉仕に感謝します。まだ受け取っていない教

会員は事務所でお受け取りください。 

 

 

先週集会記録（5/14～5/19） 
JCｵﾘｰﾌﾞ 38名 小麦15名 大麦12名 大人47名 計１１２名 
カルポスの会 ﾒﾝﾊﾞｰ 4名 ｽﾀｯﾌ 2名 計６名 
Ⅰ礼拝１７名 献金 13,200円 
Ⅱ礼拝１２４名 視聴 61回(5/19現在)献金 113,086円 
イブチャペ６名 視聴 2回(5/19現在)献金 6,500円 
†大津久枝さん納骨式 34名 
ワイナリヒラ 9名 
ドンドン手芸会 5/15 20名ゴスペルＷＳ 5/16 35名 
聖書講読祈祷会 5/17 11名 視聴 5回(5/19現在) 
清水ヶ丘家庭集会 5/18 12名 

No.72-21 復活節第７主日  2023.5.21 

        

 

空調工事の無事安全のために祈りましょう。 ／ 「聖書通読の恵みの証集」の編集のために祈りましょう。 


