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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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三位一体の第二位格である神の御子は、まことの永遠の神であり、み父と同質・同等でありな
さん みいったい だ い に い か く かみ み こ えいえん かみ ちち どうしつ どうとう

がら、時満ちて、人間の性質を、それに属するすべての固有の性質や共通の弱さと共にとられ、し
とき み にんげん せいしつ ぞく こ ゆ う せいしつ きょうつう よわ とも



かも罪はなかった。彼は、聖霊の力により、処女マリアの胎に彼女の本質をとって身ごもられ
つみ かれ せいれい ちから お と め たい かのじょ ほんしつ み

た。
そこで、二つの十全で区別された性質、すなわち、神性と人性とが、変換・合成・混合するこ

ふた じゅうぜん く べ つ せいしつ しんせい じんせい へんかん ごうせい こんごう

となく、一つの人格の中に、分離できないように結合されている。この人格は、まことの神また
ひと じんかく なか ぶ ん り けつごう じんかく かみ

まことの人であり、しかも一人のキリスト、神と人との間の唯一の仲保者である。(ウエストミン
ひと ひ と り かみ ひと あいだ ゆいいつ ちゅうほしゃ
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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：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　
次週　受付  １階：森永美保・古澤迪子執事　２階：大日南信也執事　 ／　ZOOMホスト・録
音：森川莞太　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　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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Ⅰ また安息日問題
°R°ROPQRS]�ao�IT�IòU\q[MoVI#$lIWXYZa`O

°¥tyÕÔ#$lv�[`T[]�y£ OPQ[\]_x^��[]�aÜ<F<-8
I_©RÒ_x^�1Þo�`awt]`TÕÔXqx#$l]�yq�qo��x�b
c_l�d�R [o-��x�ÒaxRX`aMeXSxSfyghvSf1Ui}R
�U]qj�y^MOo±²³kMJk]�y3
wPo°ROPQRSUx�IMoOPQ[`lUx�mn_qRUx��U]�y

o&]ÜF<'GGÞo8I_©RÒ_x^�Ux�U�¡]�[q°qRao�|�|Á
ÂIå]|opqÂIOPQar[setwsTK�[S}RIMouvìfwxy?I
�U]�yÉaz{wsPo|I²Õ}~ïJ�M��ws°qRy�uIÒauvìf
[�sP��s°qRyJ�#$a]�SxUSTUoê�]|]�TIMOPQ[�
°}Pÿl_"b�U]qRy3
q�qo�))��?Il�_"t]|oQ)ÿl[\PuT��¶}±�U�}×

Ô±�U�x����ßI��M\P�°¥ty±²³k��IQ))�°]¼çç�uX
x`Tp�]�ao�I�[\�R��]�y�I¼çç�I�[o�Õ��I�k[²Õ
}~ïJ�I£�_��wsPoJ��,_st�T}×Ô±�Uo��UOPQ_st
�T��¶}±�Ux���a ¡wsRp�]�y3
�j�I¢£Mo²Õ}~ïJ�]MSuo¤¥I>ó]��Xo�|[��¶}±

�]�y±²³kMo�vto¦§QIOPQ[M¨©I�ª«íUx�>ó[��s°
qRy��M��stI��¶}±�I¬]qRy3
��¶}±�MoOPQ[M®|qPMSXSxUx���_¯¡�UqPoqPM

SXSx�UI¶³·_°�u±O°qRy®|qPMSXSxUx}P|oÑQå¬}
UqPxT�UM]�°¥tyv�Xo-�suXxSXxx1Ux�²°O_°�u°
�u±}RI]�y3
³´±²³_µ©K�UqRIMo��¶}±�Iå]|��¶aR�]�y·XM

±²³_µ©T¯¸_U��K�UU¹O°�y·XI��º»[Ks¼oOPQI\]
½l[�xPo¾\SX�wsTao¾\]S�s¼�wsSxUx�|I]qRyqR
a}P-G¿�|ÀaÁa}R°°1Ux�IMy(�XSI]¾\]MSxUÂÃqo�
s�Xo¶aXquÄÅ_Æ�°�y3
U�¡ao�j�IU�¡M��¶a]MSuox¼}R->óE1]qRy>óE

Mx�SOÇ_ÈPPÀx°qRy-nuÇ�QMÉQ`Ty�I�[�P½qP|X�
aKxyOPQMx�Sxy13

Ⅱ　アブラハムの娘
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G¼(-偽善者たちよ、あなたたちは誰でも、安息日にも牛やロバを飼い葉おけから解

いて、水を飲ませに引いて行くではないか。この女はアブラハムの娘なのに、18年もの間
サタンに縛られていたのだ。安息日であっても、その束縛から解いてやるべきではなかっ
たのかy13
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-こう言われると、反対者たちは皆恥じ入ったが、群衆はこぞって、イエスがなさった
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