
山上の垂訓と教会
カルバリーチャペル西東京 2014

秋の修養会 at 藤野芸術の家
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（1）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（1）
Sermon on the Mount

  1日（土）Saturday

  2日（日）Sunday

7:15am　　　　　　朝のディボーションと祈り （中島さん）  　
8:00am　   　　　朝 食 （部屋で）    
　　　　　　　　　　フリータイム　　散策　  
10:00 pm　 ! 　 アイスブレーク（ゲーム）&  賛美 
10:30am　  セッション 3　「思い煩うな」　マタイ 6章 　（山東）!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山上の垂訓と教会 Sermon on the Mount
2014年　秋の修養会

こども担当
　菊井さん

こども　担当
　達彦 さん

Sermon on the Mount
2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（1）

心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。
悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。

柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから・・・
マタイ5:3～

12:00 noon　　　　　　　昼食　レストラン
1:30pm ～2:30pm　  　　  礼 拝　
　　　　　　「激しく攻める神の国」　明石清正 牧師
　　　　　　　　　　聖書箇所　マタイ11章12節　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（場所をスタジオに移動いたします。）
　　　　　　　　

3:00 pm ～4:00pm　　ゲーム　交流タイム
4:00 pm ～5:00pm　　フリータイム　　スライドと案内　イスラエル

1:45 pm　 藤野芸術の家　集合　　昼食は各自持参　または終えて　
2:30 pm　　修養会　スタート　　案内のあと、　賛美でスタート！
3:00 pm　セッション 1　「幸いなるかなクリスチャン」（山東）　
4:10 pm　リクリエーション
　　　　　　Free time　散策　交わり　入浴など
6:00 pm　   夕食  レストランにて
7:15 pm　 ! ! ! アイスブレーク（ゲーム）&  賛美
7:40 pm　 セッション 2　「こころの中を見る主」　（明石）! 　　　　　
! ! ディスカッション　と　学び　　祈り
9:00 pm　　　自由時間　　　交わり　　ゲーム　　　入浴　　　　　　　

こども　担当
　利津子さん

こども　礼拝（分級）　優基さん
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（2）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（2）

Sermon on the Mount

                                                                                                            

                                                                                                             
                                                                                                        

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（2）

3日（月）Monday

2日（日）Sunday

6:00 pm　　夕  食　（メインホール）　レストランにて
7:00 pm　　　賛美　　　　
7:30 pm　　セッション ４　「さばいてはいけません」（立島）
　　
9:00 pm　　　　　　自由時間　交わり　入浴

こども 担当
　りえさん

山上の垂訓と教会

こども　担当
大橋 岳道さん　

7:15am　朝のディボーションと祈り　担当 星野さん
8:00am　朝食
　
9:00am 　　お部屋を片付けて　集合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  　アイスブレーク　　賛美など　
  9:50am　セッション 5「砂の上の家、岩の上の家」（明石）
 　　　　                   7章 13～28
　　　　　　　ディスカッション、分かち合い　祈り　

11:50 noon　　　　　　 昼  食　　
 　　　　　　　　　　　　　　終　了　　　　　　

こども礼拝　担当 優基

山上の垂訓と教会　2014

Sermon on the Mount

Logos & West Tokyo

12:00 noon　　　　　　　昼食　レストラン
1:30pm ～2:30pm　  　　  礼 拝　
　　　　　　　　　　「激しく攻める神の国」　明石清正 牧師
　　　　　　　　　　　　　　　聖書箇所　マタイ11章12節　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（場所をスタジオに移動いたします。）
　　　　　　　　3:00 pm ～4:00pm　　ゲーム　交流タイム
4:00 pm ～5:00pm　　フリータイム　　スライドと案内　イスラエル



    Sermon on the Mount.　　　　�
�������������� 【 山の上の説教 】
　      □■　はじめに　□■
　山上の垂訓（すいくん）とも呼ばれる、イエスが丘の上で教えられたこれらの教えは
まさに神の国が現実として世に現れて来たことを伝えています。

　この山上の説教の特徴はこれらの教えが一般群集に対してではなく、弟子達に対し
て語られた所にあります。またある人たちが扱うように、これは単なる道徳律でも、
やがて来るであろう未来の話しでもないのです。　

　イエスは言われました、「神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ルカ17：21）
　私達がこの王なる神の権威にひざまずく時、私達は既にこの神の国の市民なのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ピリピ3：20）

　この山上の説教は、私達の人生の中に働く神の恵みを通して、私達はいったいどこ
に位置するのかを明らかにします。私達がどこに置かれているのか、そして私達と律
法との関係は何なのかということを明確にします。だからこそこの山上の説教は前後
関係を踏まえた流れの中で（コンテキストの中で）理解することがとても大切です。

　まず第一のセッションでは「幸いなるかなクリスチャン」【マタイ5：3-16】とい
うことが取り扱われます。私達が何かをすれば ・・「幸いです」 ということより、
私たちがどこに位置することが幸いなのかを明確にする所にポイントがあります。

　次のセッション2 【マタイ5：17-48】では、私達とイエス・キリストとの関係にお
いて律法が成就されていくということを取り扱います。「こころの中を見る主」

　６章では私たちの神との関係、そして７章では、私たちと人との関係が取り扱われ
ます。みことばに根差す主との歩みは、そのまま私たちと人との関わりに現れます。

　この学びを通して、私達がみことばを守って神の前に義とされることなど絶対に
ありえない事が明らかにされます。（ガラテヤ2：20-21 を読んでください）              

　「しかし、人にはできないことが、神にはできるのです。」ルカ 18:27、ローマ8:3 
　神が御子を下さって示してくれた愛こそが、私たちをいのちあるものへと変えてく
れたのです。これらの学びや交流が御霊の助けを受けて、一人ひとりの神との関係が
そしてキリストの体なる教会が、豊かなものとなりますように。 　祈り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（3）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（3）
Sermon on the Mount



� 山の上の説教（マタイ5章~7章）

1�幸いなるかなクリスチャン。����    
��地の塩、世の光でありなさい。（5章） 

� �5：�1~12�あなたがたは、幸いです。
� � 13~16�地の塩、世の光。
2.�心の中を見る主。（5章）                  

17~20�律法を成就するために来たのです。
27~30�腹を立ててはいけません。
31~32�離婚してはいけません。
33~37�誓ってはいけません。
38~42�復讐してはいけません。
43~48�汝の敵を愛しなさい。（右の頬を打たれたら・・）

3.� 神の国を第一として生きる。（6章）   

  1~  4�献金する時にはこのようになさい。
  5~15�祈る時にはこのように祈りなさい。
16~18�断食する時にはこのようにしなさい。
19~21�天に宝をつみなさい。（宝のある所にこころもある）
22~24�神と金、同時に二人の主人に仕えることはできない。25~34�思い
煩うのはやめなさい。

4.�岩の上に家を立てよ。（7章 前半）             

  1~  5�兄弟の目のチリを取ろうとする者よ。
         6�豚に真珠。
  7~11�求めなさい、捜しなさい、たたきなさい。
�� 12   自分にしてもらいたいことを人にもしてあげなさい。

5.�岩の上に家を立てよ。（7章 後半）      

13~14�狭い門から入りなさい。
15~20�実を見て、木を判断しなさい。
21~23�わたしはあなたを全然知らないと言うでしょう。
24~29�砂の上の家、岩の上の家。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（4）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（4）

Sermon on the Mount



� 山の上の説教（マタイ5章~7章）

1�幸いなるかなクリスチャン。����    
��地の塩、世の光でありなさい。（5章） 

� �5：�1~12�あなたがたは、幸いです。
� � 13~16�地の塩、世の光。
2.�心の中を見る主。（5章）                  

17~20�律法を成就するために来たのです。
27~30�腹を立ててはいけません。
31~32�離婚してはいけません。
33~37�誓ってはいけません。
38~42�復讐してはいけません。
43~48�汝の敵を愛しなさい。（右の頬を打たれたら・・）

3.� 神の国を第一として生きる。（6章）   

  1~  4�献金する時にはこのようになさい。
  5~15�祈る時にはこのように祈りなさい。
16~18�断食する時にはこのようにしなさい。
19~21�天に宝をつみなさい。（宝のある所にこころもある）
22~24�神と金、同時に二人の主人に仕えることはできない。25~34�思い
煩うのはやめなさい。

4.�岩の上に家を立てよ。（7章 前半）             

  1~  5�兄弟の目のチリを取ろうとする者よ。
         6�豚に真珠。
  7~11�求めなさい、捜しなさい、たたきなさい。
�� 12   自分にしてもらいたいことを人にもしてあげなさい。

5.�岩の上に家を立てよ。（7章 後半）      

13~14�狭い門から入りなさい。
15~20�実を見て、木を判断しなさい。
21~23�わたしはあなたを全然知らないと言うでしょう。
24~29�砂の上の家、岩の上の家。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（4）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（4）

Sermon on the Mount



　　　　　　　　＜準備 セッション＞

　マタイによる福音書は、イエスが  　　　　　  であることをテーマとして、　　　　　　　　　 　　　　　 
　 　　　　　  に対して書かれた福音書です。

【マタイ 1 章】
　イエスの系図。　ダビデの子孫 　　　　　 は、イスラエルの王として正しい血筋
の者であることを伝えます。　　旧約聖書の預言の成就

【マタイ 2 章】
　東方の博士が王を礼拝するためにやって来ます。
それと同時に、当時の王ヘロデは不安を感じて、ベツレヘムで生まれたこの子を殺そ
うと躍起になります。　私たちの住む

【マタイ 3 章】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　バプテスマのヨハネが場面に登場し、らくだの毛皮をまとい、いなごや野蜜を食べ
て、『悔い改めなさい。神の国は近づいた』と、宣べ伝えます。

【マタイ 4 章】
私たちはここで、神の国の王に対する敵である 　　　　　 の攻撃を見ます。
荒野での誘惑の後、イエスの公（おおやけ）での活動がスタートします。　
 　救い主     イエスは、ガリラヤでやがて来る王としての働きの基盤を築きます。
多くの人々がいやされ、神の国の到来が宣べ伝えられます。（イザヤ611～参照）

【マタイ 5 章】
　さらに王としてのイエスを見ます。彼の王国の法典こそが山上の説教です。
そこにはその王国に招かれた私たちの使命が書かれています。鍵は恵みにあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（5）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（5）
Sermon on the Mount



　　　　　　　　＜準備 セッション＞

　マタイによる福音書は、イエスが  　　　　　  であることをテーマとして、　　　　　　　　　 　　　　　 
　 　　　　　  に対して書かれた福音書です。

【マタイ 1 章】
　イエスの系図。　ダビデの子孫 　　　　　 は、イスラエルの王として正しい血筋
の者であることを伝えます。　　旧約聖書の預言の成就

【マタイ 2 章】
　東方の博士が王を礼拝するためにやって来ます。
それと同時に、当時の王ヘロデは不安を感じて、ベツレヘムで生まれたこの子を殺そ
うと躍起になります。　私たちの住む

【マタイ 3 章】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　バプテスマのヨハネが場面に登場し、らくだの毛皮をまとい、いなごや野蜜を食べ
て、『悔い改めなさい。神の国は近づいた』と、宣べ伝えます。

【マタイ 4 章】
私たちはここで、神の国の王に対する敵である 　　　　　 の攻撃を見ます。
荒野での誘惑の後、イエスの公（おおやけ）での活動がスタートします。　
 　救い主     イエスは、ガリラヤでやがて来る王としての働きの基盤を築きます。
多くの人々がいやされ、神の国の到来が宣べ伝えられます。（イザヤ611～参照）

【マタイ 5 章】
　さらに王としてのイエスを見ます。彼の王国の法典こそが山上の説教です。
そこにはその王国に招かれた私たちの使命が書かれています。鍵は恵みにあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（5）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（5）
Sermon on the Mount



�����������準備セッション����セミナーをはじめるまえに・・･。
���������このセミナーを通して、あなたが期待していることを具体的に書いてみよう。

　　　マタイによる福音書の５章から７章を何箇所かに分けて、ゆっくりと読もう。
　　主に話しかけるように祈り、聖霊が教えてくださいますようにと期待して読みます。
　　各箇所で心にとまったことや疑問に思ったことなどをメモしておきましょう。

� 1�    （5章1節~16節）      幸いなるかなクリスチャン。

� 2.    （5章17節~48節）      心の中を見る主。                                       

� 3.�   （6章）      神の国を第一として生きる。    

� 4.   （7章 前半）    さばいてはいけません。

� 5.  （7章 後半）     岩の上に家を立てよ。          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（6）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（6）
Sermon on the Mount



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（7）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（7）
Sermon on the Mount

セッション 1　『幸いなるかなクリスチャン』 マタイ5:1～16

こころの貧しい者は幸いだ～　人が神の霊を持たない存在となってしまい
人の努力で神の願う基準には到底 応えることの出来ない存在となってしまった。
　　　　　　　　　　　　　　　（罪＝神を知らない、認めないこと）

しかし、人の肉の力でできなくなったことを神はしてくださいました。ローマ 8:3
そのステップの一番目は、『肉の力の限界』を知ることにあります。   ローマ 8:8

　そして人は聖霊を受けて、御霊を中心に歩むことによって、イエスを内にもって
　そのイエスが現れることで私たちは世の光、地の塩となって行くのです。

  ディスカッション  

1) 頭ではわかってるのに、実際にできなくて悲しかったり悔しかったりすることに
　どんなことがありましたか。　またありますか。　ローマ7:23-24参照

2）教会には色々な人が集います。信仰の段階も人それぞれまちまちですね。
　聖霊を求めてそれで歩もうとしているのですがまだまだ出来ないことが多くあります。

　　実際の教会生活の中で、　
　私たちは罪の中にある人に対して、どのくらい、またどのように寛容であるべきなの
　でしょうか。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（8）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（8）
Sermon on the Mount

セッション 1　『幸いなるかなクリスチャン』 マタイ5:1～16

4）あなたがたの光を人々の前で輝かせなさいとあります。
　どんなことを思いますか。また、どんな風にそれをすればいいのでしょうか？

3）主にある柔和と、普通一般にいう
　やさしいのはどこが違うでしょうか。

  ディスカッション  

ピカ
　ピカ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（7B）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（7B）
Sermon on the Mount

セッション 1　『幸いなるかなクリスチャン』 マタイ5:1～16

マタイ 5
1 この群衆を見て、イエスは山に登り、おすわりになると、弟子たちがみもとに
来た。　2 そこで、イエスは口を開き、彼らに教えて、言われた。

3 「心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。
4 　悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。
5　 柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。
6 　義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。
7 　あわれみ深い者は幸いです。その人たちはあわれみを受けるから。
8 　心のきよい者は幸いです。その人たちは神を見るから。
9 　平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子どもと呼ばれるから。
10  義のために迫害されている者は幸いです。
　　天の御国はその人たちのものだから。

11 わたしのために人々があなたがたをののしり、迫害し、ありもしないことで
悪口を浴びせるとき、あなたがたは幸いです。
12 喜びなさい。喜びおどりなさい。天ではあなたがたの報いは大きいから。
　 あなたがたより前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです。
13 あなたがたは、地の塩です。もし塩が塩けをなくしたら、何によって塩けを
　つけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけ
　られるだけです。

14 あなたがたは、世界の光です。山の上にある町は隠れる事ができません。
15 また、あかりをつけて、それを枡の下に置く者はありません。
　燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。

16 このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良い
　行いを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（8B）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（8B）
Sermon on the Mount

セッション 1　『幸いなるかなクリスチャン』 マタイ5:1～16

  Note  



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（9）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（9）
Sermon on the Mount

セッション 2　『こころの中を見る主　　マタイ5:17～48

『天の父が完全であるように完全であれ！（48）』
　まったく無理なことですが、神は無理な私たちにそれを成就する道を
くださいました。　　　（ローマ7:24～8:3-4, ローマ8:10～14）

　後半は、赦し、不品行からの解放、そして偽善がテーマです。
そして自分の周りの人たちとの関係で自分自身を愛するように自分の隣人を愛する 
ことが求められています。（良きサマリヤ人の話のようにその人の真の隣人となる）

　　わたしが来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。
 廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。 マタイ 5:17 

  ディスカッション  

１）　クリスチャンとの仲直りについてどんなことを思いますか。
　　相手がまったく問題に気付いてなかったり、反省がなかったり、
　　もう赦しているけれど、あまり関わりたくないなど・・・
　
１’ )　実際はどういうふうに仲直りをすればいいのでしょうか。

うちら仲良し
 やからね！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（10）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（10）
Sermon on the Mount

　　２）　さまざまな誘惑との戦いについての、勝利の秘訣がありますか。

３）　『隣人を愛せよ。』　愛することが
　　難しい相手（敵？）ってこともありますよね。

　　　すこし分かち合いましょう。

  ディスカッション 

セッション 2　『こころの中を見る主　　マタイ5:17～48



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（10A）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（10A）
Sermon on the Mount

セッション 2　『こころの中を見る主　　マタイ5:17～48

17 わたしが来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。
　廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。
18 まことに、あなたがたに告げます。天地が滅びうせない限り、律法の中の一点一画でも決して
　すたれることはありません。全部が成就されます。
19 だから、戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたり
　する者は、天の御国で、最も小さい者と呼ばれます。
　しかし、それを守り、また守るように教える者は、天の御国で、偉大な者と呼ばれます。
20 まことに、あなたがたに告げます。もしあなたがたの義が、律法学者やパリサイ人の義にまさる
　ものでないなら、あなたがたは決して天の御国に、入れません。
21 昔の人々に、『人を殺してはならない。人を殺す者はさばきを受けなければならない』と言われ
　たのを、あなたがたは聞いています。
22 しかし、わたしはあなたがたに言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、だれでもさばきを
　受けなければなりません。兄弟に向かって『能なし』と言うような者は、最高議会に引き渡され
ます。また、『ばか者』と言うような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。
23 だから、祭壇の上に供え物をささげようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで
　思い出したなら、
24 供え物はそこに、祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしな
　さい。それから、来て、その供え物をささげなさい。
25 あなたを告訴する者とは、あなたが彼といっしょに途中にある間に早く仲良くなりなさい。
　そうでないと、告訴する者は、あなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、
　あなたはついに牢に入れられることになります。
26 まことに、あなたに告げます。あなたは最後の一コドラントを支払うまでは、そこから出ては
　来られません。
27 『姦淫してはならない』と言われたのを、あなたがたは聞いています。
28 しかし、わたしはあなたがたに言います。だれでも情欲をいだいて女を見る者は、すでに心の中
　で姦淫を犯したのです。
29 もし、右の目が、あなたをつまずかせるなら、えぐり出して、捨ててしまいなさい。からだの
　一部を失っても、からだ全体ゲヘナに投げ込まれるよりは、よいからです。
30 もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切って、捨ててしまいなさい。
　からだの一部を失っても、からだ全体ゲヘナに落ちるよりは、よいからです。
31 また『だれでも、妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよ』と言われています。
32 しかし、わたしはあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫
　を犯させるのです。また、だれでも、離別された女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。
33 さらにまた、昔の人々に、『偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせ』と言われ
　ていたのを、あなたがたは聞いています。
34 しかし、わたしはあなたがたに言います。決して誓ってはいけません。すなわち、天をさして誓ってはいけ
　ません。そこは神の御座だからです。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（10B）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（10B）
Sermon on the Mount

セッション 2　『こころの中を見る主　　マタイ5:17～48

35 地をさして誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムをさして誓ってもいけません。
　そこは偉大な王の都だからです。
36 あなたの頭をさして誓ってもいけません。あなたは、一本の髪の毛すら、白くも黒くもできないからです。
37 だから、あなたがたは、『はい』は『はい』、『いいえ』は『いいえ』とだけ言いなさい。
　それ以上のことは悪{わる}いことです。
38 『目には目で、歯には歯で』と言われたのを、あなたがたは聞いています。
39 しかし、わたしはあなたがたに言います。悪い者に手向かってはいけません。
　あなたの右の頬を打つような者には、左の頬も向けなさい。
40 あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着もやりなさい。
41 あなたに一ミリオン行けと強いるような者とは、いっしょに二ミリオン行きなさい。
42 求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。
43 『自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め』と言われたのを、あなたがたは聞いています。
44 しかし、わたしはあなたがたに言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。
45 それでこそ、天におられるあなたがたの父の子どもになれるのです。天の父は、悪い人にも良い人に
　も太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
46 自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。
　取税人でも、同じことをしているではありませんか。
47 また、自分の兄弟にだけあいさつしたからといって、どれだけまさったことをしたのでしょう。
　異邦人でも同じことをするではありませんか。
48 だから、あなたがたは、天の父が完全なように、完全でありなさい。

note



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（11）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（11）
Sermon on the Mount

セッション 3　『思い煩うな』 マタイ6章

　6章前半は、本来神に対してするところの「献金」「祈り」「断食」を周りの人へ
見せるため、また外側から見える所の自分づくりという「偽善」で行っている人へ、
新しく神の国に招かれた者はどうすべきなのかを語っています。

　神の国の民は「新しく受ける御霊によって、すべてを神に対して行いなさい」とい
う神の国のライフスタイルについてです。

　パリサイ人や律法学者たちは精一杯、神を知ってるふりをしてそれを人に見せるた
めに生きていました。それに対してイエスは、『あなたがたは神に対して何をしてい
るかで救われるのではなく、神のあわれみで救われるのです。あなたがたに関わる
いっさいのことはわたしが面倒を見るので、 あなた方はもはや自分が生きるためで
はなく、いかに人を生かそうかと生きるのです。』と弟子たちに神の国のライフスタ
イルを語っています。

  　　ディスカッション  

１）人の目を気にして生きる必要のないことをイエスは語っています。
　　しかし、人に弱さを完全に見せられないような場面も確かにあります。

　例えば親であることも、また会社や社会で神を知らない人たちと共に生きて
いる中でのポジションとか、さらに教会でもリーダーとして務めを果たす時、
先輩クリスチャンとして新しい人などに対する時など、私たちはいったい
どのように振る舞えばいいのでしょうか。

神の国
の

新しい
生き方



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（12）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（12）

  ディスカッション 

前半は、偽善（見せかけクリスチャン）や主の祈りについて書かれています。
さらに、神と富の両方には仕えることができないこと。

神の国のライフスタイルは
そして、空の鳥を見よ　と心配するな、神の国とその義を第一にして生きよと。

セッション 3　『思い煩うな』 マタイ6章

２）お金と信仰の兼ね合いで悩んだことがありますよね。
　　将来や蓄え、献金などお金にまつわることを分かち合いましょう。

Sermon on the Mount

３）世間はこども達がちゃんと生きて行けるように学歴や技術を身につけろと、
　また、自分たちの老後のためにお金を蓄えてに備えようと努力します。

　　しかしイエスに出会いクリスチャンになった今、この世間の生き方と
　いったいど辺が変わりましたか？　えっ、なにも変わってない？？ (-_-#)

　また、どんなことに気をつけるべきでしょうか。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（12B）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（12B）
Sermon on the Mount

セッション 3　『思い煩うな』 マタイ6章

神の国
の

新しい
生き方



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（13B）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（13B）

セッション 3　『思い煩うな』 マタイ6章

Sermon on the Mount



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（13）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（13）
Sermon on the Mount

Memo     

イエスは言われた。「人にはできないことが、神にはできるのです。」 ルカ 18:27 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（14）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（14）

Memo     

Sermon on the Mount

 　私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、
キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が、この世に生きているのは、
私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。

ガラテヤ2：20-21



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（15）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（15）
Sermon on the Mount

      「激しく攻める神の国」
攻められる御国

マタイ
11章12節

Calva
ry

  Chape
l

2)  はげしく攻める神の国

1)  近づいた神の国

3) 激しく攻められる神の国

　今、中東で歴史を大きく転換させる出来事が起こっています。それはイスラム国の出現です。
地理的な区分の国家を度外視したイスラムの国で世界中からの若者も集まっていると聞きます。
しかし私たちの王イエスの国は二千年も前から広がり続けています。そして単なる思想だけで
はなく悪霊さえも従う権威をもって現れてきたのです。「こころの貧しい者は幸いです。神の
国はあなた方のものだからです。」と、あわれみの神の前にへりくだる者が入る神の国です。

’1411/2

　バプテスマのヨハネの日以来今日まで、天の御国は激しく攻められています。
そして、激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。マタイ11:12

      

『あなたがたはこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。
気落ちしてはならない。この戦いはあなたがたの戦いではなく、

神の戦いであるから。 ２歴代誌 20:15 

Sermon

ountMon The

The

山上の垂訓と教会
カルバリーチャペル西東京   &

2014.11/1-3

修 養
 会�

2014

ロゴス・クリスチャンフェローシップ

　イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時に聖霊が鳩のように下り、天から
「これはわたしの愛する子、これに聞け」という声がします。この時以来、神の国は地上の
サタンの支配の中に攻め込んで来ました。イエスに服従する僕たちを通して神の国がどんど
ん広がって来たのです。それは同時に霊的な戦いが激しく起こっていることを意味します。

　神の方法はこの世を罪に定めるのではなくむしろキリストにあって罪を負い、愛を注いでご
自身の支配を広げて行きますした。闇の世界に神の国が広がろうとする時、当然そこに迫害が
起こります。しかし攻められれば攻められるほどクリスチャンの内にキリストが現れ、弱さの
中に主が強く現れて神の国は広がるのです。　私たちの信仰はまさに戦いの中にあるのです。

明石 清正 師



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（16）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（16）

note     

Sermon on the Mount

 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、
なだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。
愛する者たち。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、

私たちもまた互いに愛し合うべきです。
1ヨハネ4:10-11



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（17）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（7）
Sermon on the Mount

セッション 4　『裁いてはいけません』 マタイ7章

　さばくと訳されたことば  κρίνω  クリノーは、別けるとか判断するという所
にも使われていることばです。「なぜ自分から進んで、何が正しいかを判断しない
のですか」ルカ 12:57というところも同じクリノーが使われています。

　ここでイエスがいう『さばく』は自分の肉の考えを基準にさばくことでしょう。
感情や肉の思いを中心に裁く時、自分の罪が見えなくなってしまいます。
内なる聖霊による判断がみことばに反することはありませんから・・・。

例1）他教会の友人が、うちの教会は献金のメッセージばかりで、あの牧師ダメだわ！
　　と、批判的な事を聞いたので、『さばいてはいけないよ！』と教えてあげた。
　　さばくことと、なにかに対して意見を言うこととは、どのあたりが境界線
　　なのですかね？

なぜあなたは、兄弟の目の中のちりに目をつけるが、
自分の目の中の梁には気がつかないのですか。

兄弟に向かって、『あなたの目のちりを取らせてください』などと
どうして言うのですか。

見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。マタイ7:3-4

テーブルディスカッション

さ く



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（18）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（8）
Sermon on the Mount

例2）求めなさいとあるから、経済的な祝福を求め続けたが、一向にその願いが聞かれない！
　　それはその人の不信仰のためですか？　それともその祈り内容に何か問題があるのですか？

例3）（儒教とかでは、人にされて嫌なことは、あなたも人にするなという教えがあります）
　　しかし、イエスは『人にしてもらいたいことをあなたも人にしなさい』と教えています。
　　あなたが自分にしてもらいたい事ってどんなことがあるでしょうか？

　　『わたしは自分にしてもらいたい事って特に何もないです！　だから、自分も特に
　　人に対して何もしないんですよ！』って　(-”-;)
　　　いったいこれのどか間違っているでしょうか？

セッション 4　『裁いてはいけません』 マタイ7章

テーブルディスカッション



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（19）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（19）
Sermon on the Mount

セッション 4　『裁いてはいけません』 マタイ7章

　マタイ 7
1 さばいてはいけません。さばかれないためです。
2 あなたがたがさばくとおりに、あなたがたもさばかれ、あなたがたが量るとおりに、
　あなたがたも量られるからです。

3 また、なぜあなたは、兄弟の目の中のちりに目をつけるが、自分の目の中の梁には気が
　つかないのですか。
4 兄弟に向かって、『あなたの目のちりを取らせてください』などとどうして言うのですか。
　見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。
5 偽善者よ。まず自分の目から梁を取りのけなさい。そうすれば、はっきり見えて、
　兄弟の目からも、ちりを取り除くことができます。

6 聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に、真珠を投げてはなりません。
　それを足で踏みにじり、向き直ってあなたがたを引き裂くでしょうから。

7 求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。
　たたきなさい。そうすれば開かれます。
8 だれであれ、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく者には開かれます。
9 あなたがたも、自分の子がパンを下さいと言うときに、だれが石を与えるでしょう。
10 また、子が魚を下さいと言うのに、だれが蛇を与えるでしょう。
11 してみると、あなたがたは、悪い者ではあっても、自分の子どもには良い物を与えることを
　知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなたがたの父が、どうして、
　求める者たちに良いものを下さらないことがありましょう。

12 それで、何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい。
　これが律法であり預言者です。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（20）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（20）
Sermon on the Mount

セッション 4　『裁いてはいけません』 マタイ7章



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（19）

　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（19）
Sermon on the Mount

セッション 5　『砂の上の家、岩の上の家』 マタイ7章

　狭い門から入りなさい。偽預言者に気をつけなさい。『主よ、主よ』という者が
みな天の御国に入るのではなく、神のみこころを行うものが入るのです。

　神の国の生き方は、世間の生き方とはまったく異なります。
しかし遠く離れた神のこころを手探りでもとめながら歩くような歩みではありませ
ん。それは私たちには羊飼いイエスがおられ、聖霊は弱い私たちを導いてください
ます。そこに必要なものは何でしょうか。

  ディスカッション  

１） 狭い門から入りなさいって、どういうことなんでしょうか？

らくだが針の穴を・・・



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山上の垂訓と教会（20）

2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（20）
Sermon on the Mount

　　２）神のみこころをいきたいですが、どうやって今していることが
　　　　主のみこころだとわかるのでしょう。
　　　　もしそうでないとわかったら、どうすればいいのでしょうか。

３）　みことばを行う人に！
　　みことばを実際に行うコツ、ヒントのようなものはありますか
　　行えない時にどうしますか。
　　また、そのあたりのところを分かち合いましょう。

  ディスカッション 

セッション 5　『砂の上の家、岩の上の家』 マタイ7章

予備テーマ
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　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（19）
Sermon on the Mount

セッション 5　『砂の上の家、岩の上の家』 マタイ7章

 Message Memo
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2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（20）
Sermon on the Mount

山上の垂訓を通して

1) 今回の山上の垂訓の学びやディスカッションを通して思ったことを
　　教会という群れに適応すると、どんなことを思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神の国のライフスタイル）

　今回の山上の垂訓の学びやディスカッション、交流を通して
示されたことからの祈りの課題
　　

□　

□　　

□　

□　　
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　　　　　　　　　　2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（24）

Worship The Lord

 渇いている者はみな

　　かわいてる　者はみな
　　誰でも　主に求めよ
　　イエスの水　飲むものは
　　もう二度と　渇かない
　　主よここに　来てください

　　イエスの水　飲むものは
　　もう二度と　渇かない
　　活ける水　満ちあふれ
　　心から　流れ出る
　　主よここに　来てください

Your name
美しい自然は主への賛美へと
私を導く御名をほめよ

御名は 強大な砦　御名は わが避け所

民は 喜び たたえる
ほめよ 救いの名と力

イエスの御名で祈り 安らぎ
主により 力得る御名をほめよ

PRAISE
THE
LORD

弱さの中にも　あなたの力が
私の全て
私の宝は　あなたただひとり
あなたが全て

イエス　神の　子羊よ
その御名を　たたえよう

私の罪とが   十字架で赦した
私の全て
憂いも乾きも　癒してくださる
あなたが全て

そそぎたまえ主よ 
めぐみと　あわれみを 
天がひらくため　いのる
せいれいのちからを

うける価値なきわれら 
みまえに　すすみいのる 
ああえいこうの　みわざ 
見させたまえ

主のみたまよ　触れたまえ 
我がこころに　主のきょうかいに 
雨を降らせ　リバイバルを 
来たらせたまえ　この地のうえに

All in All

注ぎたまえ主よ！
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2014年　ロゴス &  西東京　合同修養会（26）
Sermon on the Mount

カルバリーチャペル西東京
山東克己
山東利津子
山東芳也
山東優基
立島和史

坂々真
坂々真理子
坂々なな
中島貞明
山田登紀子

畑中利江
畑中達彦
畑中俊也
菊井美紀
菊井雄斗

大橋岳道
大橋貴子
大橋 静
大橋結実
大橋 光

ロゴス・クリスチャンフェローシップ
明石清正
明石多栄子
星野寿夫
氷室達夫
氷室純子

石松  揺
新井晶子
久喜ますみ
大谷栄子
諸見さおり

西谷佳恵
瀬谷悦子
益田広子
櫻山記子
千蔵克江

山口明子

参加者 名簿

心を尽くして主に拠り頼め
自分の悟りにたよるな。

箴言 3:5

わたしが道であり、
真理であり、
いのちなのです。
ヨハネ 14:6

神のなさることは、
すべて時にかなって美しい

伝道者の書 3:11 

だから、神の国とその義とを
まず第一に求めなさい。

そうすれば、すべて与えられます
マタイ 6:33 

愛する者たち。私たちは、
互いに愛し合いましょう。
愛は神から出ているのです

１ヨハネ 4:7 

こういうわけで、
いつまでも残るものは

信仰と希望と愛です。その中で
一番すぐれているのは愛です。

１コリント 13:13 

強くあれ。雄々しくあれ
恐れてはならない。主が
あなたとともにあるから　

ヨシュア記 1:9 

へりくだって、互いに人
を自分よりもすぐれた者
と思いなさい。
ピリピ 2:3 

いつも喜んでいなさい。
絶えず祈りなさい。すべての
事について、感謝しなさい。
１テサロニケ 5:16-18 

確かに、私たちは
見るところによってではなく
信仰によって歩んでいます。

２コリント 5:7 

あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。
主が成し遂げてくださる。

詩篇 37:5

あなたの宝のあるところに、
あなたの心もあるからです。

マタイ 6:21

私たちは神とともに働く者として、あなた
がたに懇願します。神の恵みをむだに受け

ないようにしてください。
2コリント6:1

私は言います。御霊によって歩みなさい。
そうすれば、決して肉の欲望を満足させる

ようなことはありません。
ガラテヤ 5:16

私たちが神を愛したのではなく、神が私た
ちを愛し、私たちの罪のために、なだめの
供え物としての御子を遣わされました。こ
こに愛があるのです。1ヨハネ4:10

みことばを思い巡らせましょう



2014

心の貧しい者は幸いです。
天の御国はその人たちのものだから。


