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◆ 去る 12 月 20 日に山中綾姉妹に待望の女の赤ちゃん

が生まれました。名前はユミちゃんです。母子共に健康

が守られますように。 

◆ 12 月 25 日の礼拝で石原真一郎兄が洗礼を受けられま

した。おめでとう！ これからの新しい信仰生活に主の守

りと祝福がありますように。 

◆ 2012 年は、‘主を待ち望もう’という教会標語が与えられ

ました。 

◆ 1 月 8 日は礼拝後に新年会が持たれます。楽しいプロ

グラムが用意されています。また一年の御言葉の分か

ち合いの時を持ちますのでご用意下さい。 

◆ 1 月 15 日の礼拝後 1 時半より、当教会を会場に日本総

領事館・領事相談役の市川氏による「日本の年金セミナ

ー」が持たれます。年金以外のお話や質問も受け付ける

予定です。教会外からも大勢来られると予想されます。 
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SG サザンハイ（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 

 

 1 日 

新年礼拝 11:00am、礼拝後：婦人会    
SG サウスウエスト（教会） ５:00pm 17 火 

早天祈祷会 6:30am 

 

 

2  月 

SG サザンハイ（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 18 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 

 3  火 

早天祈祷会 6:30am 

 19 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am 

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 

4 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 20 金  

5 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am  

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 21 土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソル

トレイク教会）9：00am    

 6 金 

 

 22 日 

礼拝 11:00am、礼拝後：リーダー勉強会 

SG サウスウエスト（教会）５:00pm 

7 土 

ネリス地域での早天祈祷会 7:00am、 

聖書クラス（ネリス）10：00am 23 月 

SG サザンハイ（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 

8 日 
礼拝 11:00am、礼拝後：新年会新年会新年会新年会（（（（ポットラックポットラックポットラックポットラック））））、役員会    
SG サウスウエスト（教会）５:00pm   24 火 

早天祈祷会 6:30am 

 

9 月 

SG サザンハイ（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 
 

25 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 

10 火 

早天祈祷会 6:30am 

 26 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am 

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 

11 水 

入門クラス（牧師宅）2:00pm 

祈祷会 6:30pm 27 金 

  

 

12 木 

早天祈祷会 6:30am、SG ネリス (栄子宅)10:30am 

SG セントラル（きみえ宅）6:30ｐｍ 
 

28 土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソル

トレイク教会）9：00am 

13  金 

 

 
 

29 日 

新年礼拝 11:00am、礼拝後：シニア聖書クラス 

SG サウスウエスト（教会）５:00pm 

14  土 

早天祈祷会 6:30am、スカイプによる聖書クラス（ソルト

レイク教会）9：00am 
 

30 月 

SG サザンハイ（教会）1:00pm 

聖書クラス（教会）7：00pm 

15 日 
礼拝 11:00am、礼拝後：「「「「年金年金年金年金セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」 
SG サウスウエスト（教会）５:00pm   31 火 

早天祈祷会 6:30am 
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（鶴田健次 牧師） 

です。ですから、たとえ具体的な罪を犯していなくて

も、人間は生まれながらに罪の性質を持つ罪人な

のです。この世で聖人と言われている人も例外では

ありません。あの偉大な使徒パウロは、自分のことを

「罪人のかしら」だと言いました（1 テモテ 1：15）。ま

た同様に、マザー・テレサも、「私は罪人のかしらで

す」と言いました。あなたは如何でしょう。間違いな

く、あなたも罪人です。もちろん、人を罪人と言うとき

には、適切な表現と説明が必要ですが、これは決し

て有耶無耶にできない重要な事柄なのです。もしこ

の真理を覆うなら、毒薬のビンのレッテルを覆うような

ものです。それは不親切であるばかりか、その人を永

遠の滅びに至らせてしまうことになるのです。 

聖書の中で罪を表す言葉は「ハマルティア」と言

い、もともと「的外れ」という意味の言葉です。つまり

聖書は、私たち人間が神から離れて、本来のあり

方とは異なる「的外れの生き方」をしていると教えて

いるのです。その状態が罪と呼ばれるもので、人間

が神という的（標準）を外してしまっている状態です。 

 

 罪というと、一般には盗みや殺人など法律

に反する犯罪を連想します。そのために自分に

は罪はないと思っている人がたくさんいます。特に

八百万の神観を持つ日本人は、絶対性という

概念に疎く、罪の意識が相対的で且つ希薄で

す。ですから、まず聖書が示す罪の定義を正しく

理解し、それと個人的に向き合うことなしに、自

分が抱えている永遠の生死に関わる罪の問題

の解決はないのです。 

聖書は、すべての人間が生まれながらに罪人

であると言っています（ローマ 3：23）。ここで言う

罪とは、一般に言われる犯罪的な罪（Crime)の

ことではなく、むしろそういう結果を招いてしまう罪

の性質（Sin)のことです。そしてこの罪の性質は、

人類最初の人アダムが自分の自由意志で神の

戒めにそむき、サタンの誘惑に陥ったところから彼

の中に入り込みました。毒蛇の子が生まれた時

から毒を持って生まれてくるように、人間もアダム

以来、罪の性質を持って生まれることとなったの 
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Q 罪罪罪罪のののの定義定義定義定義はははは何何何何ですかですかですかですか？？？？     

                  

これをイエス様は、「あなたの罪」として示され（マ

ルコ 2：5）、人はまた「罪人のわたし」（ルカ 18：

13）と告白しているのです。これはまた人が犯した

様々な罪行為にとどまらず、神から離れ、失わ

れた状態にあることそのものが罪であることを意

味しています。 

また罪は単に「的外れ」という消極的な面だけ

ではなく、神の律法を意識的に破るという積極

的な面も持っています（ローマ 4：15）。言い換え

れば、神の御心に反することを意識的に行うこと

です。たとえば、神が偽証してはならない（十戒

の第九戒）と言われ、あなたが嘘をつくなら、あな

たは罪を犯すことになります。もし神が盗んでは

ならない（十戒の第八戒）と言われ、あなたが盗

むなら、あなたは罪を犯すことになるのです。そし

て、神によれば、罪は自分と神との間に断絶をも

たらし、この世で一度死ぬことと、死後に永遠の

滅び（地獄）を招くのです（ヘブル 9：27）。そし

て、この罪が招く絶望状態から逃れるためには罪

が贖われる以外に方法はなく、その唯一の贖い

の方法を神は聖書の中に啓示しておられるので

す。 
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