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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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我らは、唯一の全能の神、天と地と、すべて見えるものと見えざるものとの創造者を信ず。／我
われ ゆいいつ ぜんのう かみ てん ち み み そうぞうしゃ しん われ

らは、唯一の主、神の独り子、イエス・キリストを信ず。主は、あらゆる世のさきにみ父より生ま
ゆいいつ しゅ かみ ひと しん しゅ よ ちち う



れ、神よりの神、光よりの光、造られずして生まれ、み父と同一の本質にいます真の神。万物は
かみ かみ ひかり ひかり つく う ちち どういつ ほんしつ まこと かみ ばんぶつ

彼によりて造られた。主は、我ら人間のため、我らの救いのために天より降り、聖霊によって
かれ つく しゅ われ にんげん われ すく てん くだ せいれい

処女マリアより受肉して人となり、我らのために、ポンテオ・ピラトのもとに十字架につけら
お と め じゅにく ひと われ じゅうじか

れ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇り、み父の右に座し、生
くる う ほうむ せいしょ したが み っ か め てん のぼ ちち みぎ ざ い

ける者と死ねる者とを審くために、栄光をおびて再び来たりたもう。その御国は終わることがな
もの し もの さば えいこう ふたた き み く に お

い。／我らは、生命の与え主にして、主なる聖霊を信ず。聖霊はみ父と御子とより出で、み父と
われ せいめい あた ぬし しゅ せいれい しん せいれい ちち み こ い ちち

御子とともに礼拝され、あがめられ、預言者を通して語りたもう。我らは、唯一の聖なる公同の
み こ れいはい よげんしゃ とお かた われ ゆいいつ せい こうどう

使徒的教会を信ず。我らは、罪の赦しのための、唯一の洗礼を告白す。我らは、死人のよみがえり
し と て ききょうかい しん われ つみ ゆる ゆいいつ せんれい こくはく われ し に ん

と、来たるべき世の命とを待ち望む。　アーメン。
き よ いのち ま のぞ
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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：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
次週　受付  １階：那珂信之・星野房子執事　２階：大日南信也執事　 ／　ZOOMホスト・録
音：番場験也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　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 ３月の講解説教の予定
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Ⅱ　１５章　三つのたとえが語られた場面
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Ⅲ　15章朗読
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