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◆ 8 月 15 日(日)の礼拝はハワイから鈴木栄一先生をお招  

  きして聖書のメッセ ージを取り継いでいただきます。また 

  礼拝後は、瀬古華子姉妹の歓送会が行われます。 
 

◆ 8 月 21 日（土）、午後 3 時より、LVJCC 主催の「納涼夏 

祭り・夕涼み会」が催されます。どうぞ多くのお友達を誘っ

てお出かけください。 

◆ 8 月 22 日(日)は教会設立 8 周年記念礼拝です。この礼 

拝では特に将来の教会堂建設のための特別献金を奨励 

したいと思いますので宜しくご協力ください。なお、この記 

念すべき礼拝で岡崎裕兄の洗礼式を執り行ないます。礼 

拝後はシオン会のランチで記念会の時を持ちます。皆

様、お楽しみに。 
 

◆ 内海とも子姉、まいちゃん、ももかちゃん、田上兄、山口

愛子姉、かいと君、彩沙姉が日本訪問中です。主の守り

をお祈りします。  
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     AugustAugustAugustAugust   2010   2010   2010   2010    23 月 

入門クラス（牧師宅）10：00am、SG 美佐子宅 1:00pm 

聖書クラス 7:00pm 牧師宅 

 

 8 日 

礼拝 11am、礼拝後役員会役員会役員会役員会    
 24 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 

 

9   月 

入門クラス（牧師宅）10：00am、SG 美佐子宅 1:00pm 

聖書クラス 7:00pm 牧師宅 25 水 

 

祈祷会 6:30pm    

10  火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 26 木 

早天祈祷会 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am  

 

11 水 祈祷会 6:30pm 27 金 

 

SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm 

12 木 

早天祈祷 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am  

 28 土 

早天祈祷会 6:30am 

ゴスペルクワイヤー練習 ５pm 

 

13 金 
 

SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm 29 日 

礼拝 11am、礼拝後成長成長成長成長セミナーセミナーセミナーセミナー、、、、シニアシニアシニアシニア聖書聖書聖書聖書クラスクラスクラスクラス    
 

14 土 

早天祈祷会 6:30am 

ゴスペルクワイヤー練習 ５pm 30 月 

入門クラス（牧師宅）10：00am、SG 美佐子宅 1:00pm 

聖書クラス 7:00pm 牧師宅 

15   日 

礼拝 11am（鈴木栄一師）、礼拝後華子姉歓送会華子姉歓送会華子姉歓送会華子姉歓送会、    
  31 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 

16 月 

入門クラス（牧師宅）10：00am、SG 美佐子宅 1:00pm 

聖書クラス 7:00pm 牧師宅  9/1 水 祈祷会 6:30pm    

17 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 2 木 

早天祈祷会 6:30am、  

SG 栄子姉宅 10:30am 

18 水 祈祷会 6:30pm 3 金 

    
SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm 

19 木 

早天祈祷会 6:30am 

SG 栄子姉宅 10:30am 4 土 

早天祈祷会 6:30am 

ゴスペルクワイヤー練習 ５pm 

20  金 

 

SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm 
 

5 日 

礼拝 11am、礼拝後婦人会婦人会婦人会婦人会    
  

21  土 

早天祈祷会 6:30am    
「「「「納涼納涼納涼納涼・・・・夕涼夕涼夕涼夕涼みみみみ会会会会」」」」3333 時時時時----5555 時半時半時半時半、、、、ゴスペル練習 ６pm 

 

6 月 

入門クラス（牧師宅）10：00am、SG 美佐子宅 1:00pm 

聖書クラス 7:00pm 牧師宅 

22 日 

教会設立教会設立教会設立教会設立８８８８周年礼拝周年礼拝周年礼拝周年礼拝 11am、礼拝後記念記念記念記念パーティーパーティーパーティーパーティー     

 
  

 7 火 早天祈祷会 6:30am、入門クラス（牧師宅）10：00am 

 

 を阻止しなければなりません。それはその人の自

由意志を奪うことであり、それは神の望まれること

ではなく、私たちも望みません。なぜなら、それで

は私たちがロボットになってしまうからです。 

第四に、神は苦難を良い事のために用いられ

るからです。神は患難を通して忍耐を生み出さ

れます（ローマ 5：3）。あるいは、神は患難を通し

て誰かが救われることを望まれます。神は、ご自

身の栄光と、ご自分に聞き従う者たちの益のた

めに、すべての事を用いられます。 

しかし、それなら苦しんでいる幼子、強姦され

た女性、流れ弾に当って死ぬ人はどうでしょう。そ

れらにどんな益があるでしょう。正直なところ、誰

にもその答えは分かりません。しかし、神は初めか

ら終わりまでをすべて知り、壮大な絵を見ておら

れるのです。そして神は最終的な言葉を持って

おられ、ご自分の潔白を証明なさるのです。 

 結論として、悪と苦難は人間の罪の結果で

す。神はもともと世界をこのように造られたのでは

なく、世界がこうなったのは、すべて人間の罪が

原因なのです。しかし、やがて主が来られるとき、

この世界はすべての罪から聖められるのです。 

      （LVJCC 牧師：鶴田健次） 
 

                                                    

：28）。ところがアダムが神に反抗したとき、彼の支配

権は悪の支配下に陥り、人間とすべての被造物の

本質まで変えてしまいました。人間も被造物も罪の

影響を受け、被造物全体がともにうめき、ともに産

みの苦しみをするようになったのです（ローマ 8：22）。

人間は罪深くなり、神に敵対するようになりました。 

しかし、神は人間をこの堕落した世界に捨て置か

れず、人間に神ご自身を、真理を、愛を指し示して

来られました。神はこの世の悪を用いて神の御子を

十字架につけ、私たちに永遠の命を得る機会を与

えて下さいました。神は自ら人（イエス）となってこの

世に来られ、御心を成し遂げるために堕落した世

界と人間を用いられるのです。 

第三に、神が悪を容認しておられる可能性は、

人々の自由意志を尊重されるからです。もし神が

悪と苦難を力で阻止されるとすれば、神はすべての

悪と苦難を阻止しなければなりません。もしそれが

自然災害であれば問題ありませんが、それが誰かの

悪事であれば、神はその人の考えが実行されること 
 

これはキリスト教の批評家だけでなく誰もが持

つ疑問ですね。なぜ愛の神が悪や苦難を容認

なさるのか。この疑問に対して様々な説明が試

みられました。もちろん、どの説明も完全なもの

ではありません。人間の限られた知恵と知識で

は全知・全能の神の御心を的確に知ることなど

できないからです。しかし、たとえばこんな見解は

いかがでしょう。 

まず第一に、神は、たとえ私たちには理解でき

なくても、悪の存在を容認する確かな理由をお

持ちだということです。私たちは、神の道が私たち

の道よりも遥かに優れていることが解かれば、神

を信頼することができます（イザヤ 55：8、9）。 

第二に、神は悪が有害であり、苦難をもたら

すものであることを証明するために、また神の御

心に反することは悪で、有害で、やがて死に至ら

せるものであることを証明するために悪を容認し

ておられるのかも知れません。神はアダムに世界

を支配する権限を与えられました（創世記 1： 
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