
 

 

 
     NovemberNovemberNovemberNovember   2010   2010   2010   2010    22 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 

 
 7 日 

礼拝 11am、礼拝後：婦人会婦人会婦人会婦人会    
（１１月の誕生者の祝い） 23 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 

 
8   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 24 水 

 

祈祷会 6:30pm    

9  火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 25 木 

早天祈祷会 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am  

 

10 水 祈祷会 6:30pm 26 金 

転回クラス（牧師宅）5：30PM 

SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm 

11 木 

早天祈祷 6:30am、SG 栄子姉宅 10:30am  

 27 土 
早天祈祷会 6:30am、ゴスペルクワイヤー練習 ５pm 
（鶴田牧師はソルトレイクの教会で奉仕されます） 

 
12 金 

転回クラス（牧師宅）5：30PM 

SG 松岡宅 7:00pm、SG 薫宅 7:30pm 28 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        
（鶴田牧師はソルトレイクの教会で奉仕されます） 

13 土 
早天祈祷会 6:30am 
（ゴスペルクワイヤー練習休み） 29 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 

14   日 
礼拝 11am、礼拝後：役員会役員会役員会役員会    
（青年会ファンドレーザー・ランチ）  30 火 

早天祈祷会 6:30am 

入門クラス（牧師宅）10：00am 

15 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  
12 
/1 水 祈祷会 6:30pm    

16 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 

17 水 祈祷会 6:30pm 3 金 

転回クラス（牧師宅）5：30PM 

SG 松岡宅 7pm、SG 薫宅 7:30pm 

18 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 

19  金 

転回クラス（牧師宅）5：30PM 

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    
  

20  土 
早天祈祷会 6:30am    
（ゴスペルクワイヤー練習休み） 

 
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 

21 日 
礼拝 11am、礼拝後：リーダーリーダーリーダーリーダー訓練会訓練会訓練会訓練会    

（感謝祭ポットラック） 
  
 7 火 早天祈祷会 6:30am、入門クラス（牧師宅）10：00am 
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◆ 山口マーク・愛子夫妻に待望の第二子が誕生しました。  

  予定より一ヶ月早い出産でしたが母子共に健康です。12 

  月にラスベガスに戻られる予定です。 
 

◆ 11 月 3 日より、松岡兄姉がご家族への伝道のために日 

  本を訪問されます。この伝道旅行が実り多いものとなる 

  よう皆さんで祈りましょう。 
 

◆ 11 月 21 日（日）は感謝祭礼拝が持たれます。一年の恵 

  みを覚え、まず神様に、そして周りの人々に、心から感謝 

  の気持ちを表しましょう。なお礼拝後はポットラックで感謝 

  祭のランチョンが予定されています。 
 

◆ 11 月 27－28 日、鶴田牧師は Salt Lake 日本人キリス 

  ト教会でミニ修養会及び礼拝のご用をされます。モルモ  

  ン教のメッカ Salt Lake Cityでの福音宣教の働きのため 

  に Salt Lake日本人キリスト教会が用いられますように。 
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ることは何であるか」と問い、これに対する第一の答

えが、「あなたの神、主を恐れることである」（申命記

10：12）と記しています。また箴言 1：7 を見ると、

「主を恐れることは知識のはじめである」とあります。

私たちは、神に造られた者として、神がどういう方で

あるかを知り、神に畏敬の念を持つことが、まず最

初に知るべきことだという意味です。また箴言 16：6

には、「主を恐れることによって、人は悪を離れる」と

あります。本当の知恵は、神がすべての事に対して

正しい裁きをなさる方であることを知ることからのみ

与えられるものです。神を恐れるとは、親に叱られた

子供が怯える恐れとは違い、聖い聖所を汚しては

ならないという畏敬の念であると共に、愛する神の心

を悲しめることを躊躇する心です。また神を恐れると

は、心を尽くして神を愛し、神に仕え、神の御言葉

（御心）に従うことを私たちの基本姿勢として信仰生

活の中で表していくことです。 

出エジプト記１章の御言葉によれば、神を恐れる

者には三つの祝福が与えられることが分かります。 

  

出エジプト記１章を見ると、エジプトの王は、

強大になりつつあるイスラエルを賢く取り扱うため

に奴隷政策を取り、あらゆる労働など、すべて、

彼らに課する過酷な労働で、彼らの生活を苦し

めました（14 節）。またさらに、ヘブル人の女に分

娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子

なら、それを殺さなければならないという命令を

助産婦たちに下しました（１６節）。ところが、助産

婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じたとおり

にはせず、男の子を生かしておきました（１７節）。 

当時、エジプトの王の権力は私たちの想像を

超える絶大なものでしたが、その権力を前に、

命懸けで取った助産婦たちの行動は目を見張

るものでした。聖書は、その動機を、「助産婦た

ちは神を恐れた」からであると言っています。つま

り、王の命令を恐れるよりも、天地万物を創造

し、そのすべてを支配し、さばく権威を持っておら

れる神を恐れたのです。 

申命記は「あなたの神､主があなたに求められ 
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Q 神を恐れるとはどういう意味ですか？  

      

 

祝福の第一は、個人的な祝福です。20 節に、 

「神はこの助産婦たちによくしてくださった」とありま

す。つまり神は、神を恐れた助産婦たちに豊かな

恵みを施されたのです。 

祝福の第二は、家庭の祝福です。２１節に、

「神は彼女たちの家を栄えさせた」とあります。無

慈悲な王の命令に従わず、命を賭けて神の民

を助けることによって、助産婦たちは神の祝福を

受け取る者とされました。 

祝福の第三は、民族的な祝福です。20 節を

見ると、「それで、イスラエルの民はふえ、非常に

強くなった」とあります。一人の神を恐れる者がい

ることによって、その祝福が全体に及ぶということ

です。神を恐れる者の生き方を通して、周りにい

る人々も神を恐れることの大切さを学び、そうす

ることで神の祝福が周りの人々に広がっていくの

です。 

神は、世界の救いの完成を、神を恐れる人々

を用いて遂行されます。したがって、神は神を恐

れる人を喜び祝福されるのです。神を恐れるな

ら、あなたの人生にある神の計画が成就されま

す。神を恐れ、勇気と信仰をもって神の御心の

道を歩みたいものです。 （牧師：鶴田健次） 
        

 


