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2018 年 冬

特別伝道集会のご案内
1 月 26 日（土）
27 日（日）

① 午後 2︓00 ～
② 午後 7︓30 ～
③ 午前 10︓30 ～
④ 午後 3︓00 ～

講師︓平松郁也師

（東佐野恵みキリスト教会）

「わたしが主である。ほかにはいない。
わたしのほかに神はいない。」
（イザヤ書 45 章 5 節）

・いずれの集会も無料です。
託児の用意もございますので、
どうぞお越しください。

お車でお越しの方は、国道 166 号線沿いの「南パーキング」や「パラカ」等、近くのコインパーキングを
ご利用ください。駐車料金は教会でお渡ししますので、入場時刻の印字されたチケットをお持ち下さい。

「ほかに 神は いない」

定例集会

日曜日 ------------------9︓30 ～ 教会学校

私たちに聖書を与えてくださった神様は、『わたしのほかに

（3 歳～小 6）

10︓30 ～ 礼拝
15︓00 ～ 聖書学び会
水曜日 ------------------17︓40 ～ 中高生クラス
19︓30 ～ 祈り会
木曜日 ------------------10︓00 ～ 婦人集会
土曜日 ------------------15︓00 ～ 聖書学び会

神はいない。
』と語っておられます。すなわちこの御言葉は「私
以外の神と呼ばれているものは全て偽物である」という神様
の宣言です。これは多くの日本人からすれば、受け入れがた
いものです。
「そんな排他的に考えずに、人にはそれぞれ自分
に合った神があっていいじゃないか」と考える方もいるでしょ
う。しかし、聖書の神も認め、ほかの神も認めるという考え
方は成り立ちません。聖書に基づいて考えるなら、
「聖書の神

大和高田キリスト恵み教会
〒635-0046 大和高田市西三倉堂 1-3-20 副牧師︓市場谷翼

は間違ったことを語る偽物であり、ほかにも神がいる」のか、

Tel︓0745-23-4257

http://www.tsukuno.com/yamatotakada/

当教会は、聖書のみを神のみことばと信じ、学んでいる教会です。エホバの証人（ものみの塔）・統一協会・モルモン教などとは一切関係ありません。

「聖書の神が正しくて、ほかに神はいない」かのどちらかにな
ります。

本当の神様

るなら、二度と出ることができない地獄において、永遠に苦しみ続け
なければなりません。これが偽物の神を拝み続ける者たちの結末です。

では私たちはどのようにして、本当の神
様について知ることができるのでしょうか。
聖書には次のような御言葉があります。

悔い改め

『この世界とその中にあるすべてのものをお

『神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はど

造りになった神は、天地の主ですから、手

こででも、
すべての人に悔い改めを命じておられます。
』
（使徒17章30節）

で造られた宮にお住みにはなりません。ま

では、一度でも罪を犯してしまった者にもう救いは残されていない

た、何かが足りないかのように、人の手に

のでしょうか。そうではありません。神様は『今はどこででも、すべ

よって仕えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に、いの

ての人に悔い改めを命じておられます。
』すなわち、自分は罪を犯し

ちと息と万物を与えておられるのですから。
』（使徒 17 章 24 節、
25 節）

ているのであり、神様のさばきを受け地獄に行かなければならない罪

神様は宇宙を、地球を、またその中に住むすべての生き物を創造さ

人だと認め、神様の用意してくださっている救いを素直に受け取るよ

れた御方です。生物は決して偶然に発生し、進化してきたものではあ

うにと、神様は求めておられます。その救いとはイエス・キリストに

りません。偶然から秩序は発生しないのです。神様は私たち人間より

よる救いです。

も、比べることすらできないほどに、はるかに優れて偉大な御方なの

『キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、そ

です。あなたがたが神と考え、拝み、仕えている対象はこのような御

の名によって、罪の赦しを得させる悔い改めが、あらゆる国の人々に

方でしょうか。それとも、人間によって造られ、人間に仕えられなけ

宣べ伝えられる。
』

（ルカの福音書 24 章 46 節、47 節）

ればならないような存在でしょうか。多くの日本人が拝んでいる対象

神様は、神の御子であるイエス・キリストをこの地上に人として遣

は、人間に掃除してもらったり運んでもらったりしなければ、動くこ

わしてくださいました。そしてこの御子の上に、私たち全人類の罪を

とすらできず、当然見ることや話すことや聞くこともできないもので

負わせ、私たちの身代わりとして罰してくださいました。すなわち、

す。そのようなものは決して神ではありません。

私たちが地獄で受けるべき刑罰を、イエス・キリストが代わりに受け

『ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで造ったも
のと同じであると、考えるべきではありません。
』（使徒 17 章 29 節）

てくださったのです。そして、神様はこの御子を死後三日目によみが
えらせてくださいました。誰でもこの御子
を信じる者は、罪が赦され、死後地獄では

神様に対する罪

なく、永遠の天国へと招き入れていただけ
るのです。

このような偽物を神として扱うことは、本当の神様に対する侮辱で

ですからぜひ、偽の神を拝むことをやめ

あり、罪です。神様はそのような罪を犯した者たちを、見逃されるこ

てください。そして悔い改めてイエス・キ

とはありません。罪人たちは、死後火の燃える池である地獄において、

リストを信じ、この救いを受け取る方となっ

永遠に自分の罪に対する報いを受けなければならないのです。一度入

てください。
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