
 

 
     OctoberOctoberOctoberOctober   2010   2010   2010   2010    18 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 

 

 3 日 

礼拝 11am、礼拝後 婦人会婦人会婦人会婦人会    
 19 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 

 

4   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 20 水 

 

祈祷会 6:30pm    

5  火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 21 木 

早天祈祷会 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am  

 

6 水 祈祷会 6:30pm 22 金 

転会クラス（牧師宅）6：00pm 

SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm 

7 木 

早天祈祷 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am  

 23 土 

早天祈祷会 6:30am 

ゴスペルクワイヤー練習 ５pm 

 8 金 

転会クラス（牧師宅）6：00pm 

SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm 24 日 

礼拝 11am、礼拝後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     
 

9 土 

早天祈祷会 6:30am 

ゴスペルクワイヤー練習 ５pm 25 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 

10   日 

礼拝 11am、礼拝後 役員会役員会役員会役員会、    
  26 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 

11 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  27 水 祈祷会 6:30pm    

12 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 28 木 

早天祈祷会 6:30am、  

SG 栄子姉宅 10:30am 

13 水 祈祷会 6:30pm 29 金 

転会クラス（牧師宅）6：00pm 

SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm 

14 木 

早天祈祷会 6:30am 

SG 栄子姉宅 10:30am 30 土 

早天祈祷会 6:30am 

ゴスペルクワイヤー練習 5pm  

15  金 

転会クラス（牧師宅）6：00pm 

SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm 
 

31 日 

礼拝 11am    
  

16  土 

早天祈祷会 6:30am    
ゴスペル練習 5pm 

10 

/1 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 

17 日 

礼拝 11am、礼拝後リーダーリーダーリーダーリーダー会会会会    

 
  

 2 火 早天祈祷会 6:30am、入門クラス（牧師宅）10：00am 
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◆ 10 月は、敏子ロブソン姉とケイ・ソレンティ－ノ姉が、そ

れぞれ日本のご家族への伝道のために訪日されます。実り

ある伝道旅行となるようお祈りください。 
 

◆ 日本で療養中の中村敬宇牧師の奥様、香代子夫人の

癒しを祈り続けましょう。 
 

◆ 出産のために訪日中の山口愛子姉と愛都君、元気で頑

張っておられます。引き続き祈りに覚えてください。 
 

◆ 高崎和子姉が 10 月 26 日に日本に帰国されます。長い 

米国生活でしたので日本での新しい生活が神様の祝福の 

中で守られますように。 
 

◆ ハワイに行かれた世古華子姉が OPT のカードを取得 

し、いよいよ仕事が始まりました。初めての仕事ですから、 

すべての面で主の守りと導きがありますように。 
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ルシファー（明けの明星）は、神が造られた完

全に義なる天使でしたが、彼はその自由意志を

乱用し、神に従うことを拒否しただけでなく、神を

倒そうとしたのです。もちろん、そのクーデターは未

遂に終わり、失敗しますが、それ以来、彼は神に

敵対するものとして、反逆の道を歩むことになりま

す。 

では、神はルシファーが反逆することを事前に

知り、止めることができなかったのでしょうか。もち

ろんできました。しかし、そうはされませんでした。

なぜでしょう。これについては、譬えとして、よく結

婚が用いられます。つまり、私たちはロボットのよ

うに自分で愛する相手を選べない人と結婚した

いと思うでしょうか。それとも、自分の意志で好き

な人を選べる人と結婚したいと思うでしょうか。も

ちろん答えは後者です。 

天使は、自由意志のない、機械のような存在

として造られたのではないのです。神は、天使に

従うことを強制されませんでした。選択の自由を

与え、自分の意志で神に従うことを望まれたので

す。そして、数え切れない多くの天使たちが神に

従うことを選びましたが、ルシファーは神に敵対す

る道を選んだのです。 （LVJCC 牧師：鶴田健次） 
 

                                                    

がすえたか。かの時には明けの星は相共に歌い、神

の子たちはみな喜び呼ばわった。」（ヨブ 38：4－7） 

ここで神は、天地創造のとき、人はこの世に存在

しなかったので、誰もその時の模様を知ることはでき

なかった事実を明らかにしておられます。神は、宇宙

に浮かぶ地球を“目も眩むほど美しい宝石”と言わ

れました。また創造の出来事はとても素晴らしかった

ので、天使たちはみな喜び叫んだのです。つまり、霊

的な存在として神によって造られた天使たちは、神

が地球を造られたときに既に存在し、神と心を合わ

せてこの世が造られたことを喜んだのです。ところが

世界が作られた後、このように神と心を一つにしてい

た霊的な存在であった天使の一人に劇的が変化が

起こるのです。  

「あなたは造られた日から、あなたの中に悪が見

いだされた日まではそのおこないが完全であった」（エ

ゼキエル書 28：15） 

「黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ち

てしまった」（イザヤ 14：12） 

 

サタンの起源を理解するためには、人間が存

在する以前まで時間をさかのぼる必要がありま

す。創世記 1 章 1 節は、「はじめに神は天と地

とを創造された。」と語っています。しかし、聖書

は一箇所の御言葉ですべての事を語ることは稀

で、その詳しい事情を知るためには、聖書の他

の箇所を開かなければなりません。 

たとえば旧約聖書のヨブ記を見ると、神の自

慢の信仰者であったヨブが突然、凄まじい試練

に遭い、神の裁きに疑問を持ち始めたとき、神

は彼に神を問題にする知恵すらないことを気付

かせるために鋭い質問を投げかけられます。そこ

で神は、ヨブへの質問のかたちを取りながら、ご

自身の創造の業について、若干の詳細を明らか

にされました。「わたしが地の基をすえた時、どこ

にいたか。もしあなたが知っているなら言え。あな

たがもし知っているなら、だれがその度量を定め

たか。だれが測りなわを地の上に張ったか。その

土台は何の上に置かれたか。その隅の石はだれ 
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Q 神神神神ははははすべてのものをすべてのものをすべてのものをすべてのものを造造造造られたとありますがられたとありますがられたとありますがられたとありますが、、、、神神神神ははははサタンサタンサタンサタンもももも造造造造られたのですかられたのですかられたのですかられたのですか？？？？ 

      
 


