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◆ 真子 Gardiner 姉が三つ子の出産のために日本に引き
上げられました。出産の無事を祈りましょう。
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◆ 山口愛子姉が第二子の出産のためにマックス君を連れ
て一時帰国されました。出産の無事と、日本のご家族の
救いのために今回の帰国が用いられるように祈ります。
◆ 5 月 8 日(土)は、鈴鹿早希姉と瀬古華子姉の卒業式が
UNLV で執り行われます。おめでとう！ このために日本
からお二人のご両親がいらっしゃいます。
◆ 5 月 15 日(土)、Western Trails Neighborhood park にて
恒例の教会ピクニックが持たれます。皆さんの参加を希
望します。（ポットラック） 集合時間 10：00AM
◆ 5 月 30 日(日)の礼拝にて JMGM で奉仕されている伊藤
嘉一兄が証をして下さいます。
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教会ウェブサイト： www.lvjcc.com
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Q どうして聖書
どうして聖書が
本当に神の言葉だと
言葉だと言
えるのですか？
聖書が本当に
だと言えるのですか？
これは大変重要なテーマです。これに答える
には多くの紙面が必要ですが、今回は重要なポ
イントを幾つか述べてみたいと思います。まず聖
書が神の言葉であるという事実は、聖書自身の
「聖書はすべて神の霊感によって書かれた」とい
う供述によって知ることができます。聖書 66 巻
は、1600 年間の間に、40 人の人々が互いに連
絡を取り合うこともなく書いたものですが、その内
容は、まるで一人の人が書いたかのように完全
な調和と一貫した主題を持ち、少しの矛盾もあ
りません。このような不思議な事があり得る唯一
の説明は、聖書の供述を受け入れる以外にし
ようがありません。
次に、聖書が神の言葉であるなら、それは最
近出版された本ではあり得ません。むしろ、時代
を超えて、古くから生き続けて来た本こそが、そ
のような主張にふさわしいと言えます。この点で、
聖書は、他の書物に抜きん出て、その資格を有

するものです。ちなみに、イスラム教のコーランは今か
ら 1300 年、仏教の教典は今から 2400 年前に書
き始められましたが、聖書は今から 3500 年も前に
書き始められたものです。しかもそれは、ただ「古い」
だけではなく、今もなお世界中の人々に多大な影
響を与え続けています。
また、不思議なことですが、聖書は決してこの世
の人々に歓迎されながら、このような地位を得たの
ではありません。むしろ何千年にも渡って、様々な迫
害や激しい攻撃を受け続けてきました。たとえば、世
界の政治権力が聖書を滅ぼそうとしました。また
様々な宗教が聖書の真理を覆い隠そうとしてきまし
た。あるいは近代では、人間中心主義や人間万能
主義の思想が聖書に立ち向かっています。そのよう
に、いつの時代にも、聖書がこの世に好まれた時代
など一度もなかったのです。しかし、それでもなお、
聖書は大変な勢いで広がり続け、その地位を保ち
続けているのです。
もし聖書が神の言葉であるなら、それは絶対に
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礼拝 11am、礼拝後 婦人会、
婦人会、青年会、
日本語クラス
日本語クラス 1:30ｐｍ
1:30ｐｍ
入門クラス 10：00am（牧師宅）、SG 美佐子宅 1:00pm
聖書クラス 7:00pm（牧師宅）
早天祈祷会 6:30am
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リバイバル祈りの行進 7:00am
SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm
早天 6:30am、入門 9:00am
聖書クラス 10:30am、ゴスペルクワイヤー練習
ゴスペルクワイヤー練習 ５pm
礼拝 11am、礼拝後 役員会、青年会、

間違いのない、正確なものでなければなりませ
ん。過去の歴史を振り返ると、多くの学者たちが
聖書の間違いを指摘してきました。しかし様々な
学問の発展と共に、むしろ彼らの間違いが明ら
かになり、聖書が、自然科学の面でも、歴史の
面でも、人間の主張に遥かにまさって正確な書
物であることが証明されてきました。
さらに聖書が神の言葉であることを証明する
最も説得力のある説明は、何と言っても聖書預
言の成就でしょう。聖書には多くの預言があり、
それらの成就の仕方は、まことに驚くべきもので
す。イスラエル国家の回復、栄華を誇ったバビロ
ン帝国の興亡、イエス・キリストの生涯など、すべ
ての預言がその通りに成就しました。人間の言
葉なら、そうはいきません。
では、この聖書は、誰のために、また何のため
に書かれたのでしょう。聖書は、ただの雑学や耳
学問のために書かれたのではありません。聖書
は、もっと真剣な目的のために書かれました。そ
れは、まことの神から離れてしまったあなたが、神
のもとに立ち返り、イエス・キリストを信じる信仰に
よって、永遠の命を得るためなのです。
（LVJCC 牧師：鶴田健次）
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特別祈祷会 6:00pm-11:00pm
早天祈祷会 6:30am、子育て
子育て勉強会 10:45am （料理教室）
SG 栄子姉宅 10:30am
リバイバル祈りの行進 7:00am
SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm
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早天祈祷会 6:30am

礼拝 11am、礼拝後 、シニア聖書
シニア聖書クラス
聖書クラス、
クラス、青年会

祈祷会 6:30pm
早天祈祷会 6:30am、
SG 栄子姉宅 10:30am
リバイバル祈りの行進 7:00am
SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm
早天祈祷会 6:30am、入門クラス 9:00am
聖書クラス 10:30am、ゴスペルクワイヤー練習
ゴスペルクワイヤー練習 ５pm
礼拝 11am(伊藤嘉一兄)、礼拝後、早希姉妹歓送会

