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1.あなたは、わたしのほかに、何者をも神としてはならない。
なにもの かみ

2.あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。それにひれ伏してはならな
じ ぶ ん きざ ぞう つく ふ

い。それに仕えてはならない。
つか

3.あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、
かみ しゅ な とな しゅ

　　み名をみだりに唱える者を、罰しないではおかない。
な とな もの ばっ

4.安息日をおぼえて、これを聖とせよ。
あんそくにち せい

5.あなたの父と母を敬え。
ちち はは うやま

6.あなたは殺してはならない。
ころ

7.あなたは姦淫してはならない。
かんいん

8.あなたは盗んではならない。
ぬす

9.あなたは隣人について偽証してはならない。
りんじん ぎしょう

10.あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、またすべて隣人
りんじん いえ りんじん つま りんじん

　　のものをむさぼってはならない。　　　　　(出エジプト20、申命記5)
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主なる神さま、わたしたちの主イエスが、弟子たちを連れて高い山に登られたとき、あなたは
しゅ かみ しゅ で し つ たか やま のぼ



聖なる栄光を、主の上にあらわし、「これは私の愛する子、これに聞け」と、天から命じられま
せい えいこう しゅ うえ わたし あい こ き てん めい

した。あなたは、受肉した神の言葉であるキリストが、律法と預言の成就であると宣言されまし
じゅにく かみ こ と ば りっぽう よ げ ん じょうじゅ せんげん

た。それゆえわたしたちは、キリストの主権を喜びます。その栄光は、主が十字架に向かって行か
しゅけん よろこ えいこう しゅ じゅうじか む い

れたときも、力強く輝いていたことを信じます。　(IIペトロ1、マタイ17)
ちからづよ かがや しん
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 天にまします我らの父よ
てん われ ちち

 願わくは御名をあがめさせたまえ
ねが み な

 御国を来たらせたまえ　 御心の天になるごとく  地にもなさせたまえ
みくに き みこころ てん ち

 我らの日用の糧を  今日も与えたまえ
われ にちよう かて き ょ う あた

 我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく 我らの罪をも赦したまえ
われ つみ おか もの われ ゆる われ つみ ゆる

 我らを試みに会わせず  悪より救い出したまえ
われ こころ あ あく すく いだ

 国と力と栄えとは  限りなく汝のものなればなり　　ア－メン。
くに ちから さか かぎ なんじ
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本日　受付  １階：加藤良明・若月学執事　２階：森永美保執事　 ／　ZOOMホスト・録音：雨
宮信長老
次週　受付  １階：大日南隆夫・大日南信也執事　２階：藤井牧子執事 ／ZOOMホスト・録音：
森永翔馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　２グループ制により、長老も１階と２階に一名ずつ加わります
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