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春日部福音自由教会 2021 年 2 月 14 日 11:00 中央会堂礼拝（同時配信） 

聖書 新約聖書 マルコ 10 章 17 節〜27 節 

説教 「富を持つ者が神の国に入る」小野信一牧師 

 

おはようございます。2021 年 2 月 14 日の中央会堂の礼拝をともにささげております。今ここから

見えるところに座っていらっしゃる方、そして家で礼拝をしている方たちにはきっと、今日もカメラとか

マイクなどを通して映像と音声が届いていることと思います。そのような形で、場所は違いますが、同時

に一緒に神様の前に出て集まって礼拝をささげることができることを感謝いたします。 

 今日はマルコの福音書 10 章 17 節から 27 節が朗読されました。このみことばから『富を持つ者が神

の国に入る』という説教題で説教をさせていただきます。今日は特に、まだ洗礼を受けていない人に向け

て、このみことばの説教をさせていただきたいと思います。 

もちろん今この礼拝に集い、また同時配信を通して一緒に礼拝に参加している方たちの中には、すで

にイエス様を信じ、信仰告白をし、洗礼を受けた方が多いと思います。今ここから見える限りでは、マス

クしてるからちょっと分かりづらいですけれども、洗礼を受けている方ではないかと思いますが、この同

時配信によって参加しておられる方の中には、そうでない方もおられるでしょう。 

 

はじめに 

さて、地球全体から見たら日本は豊かです。もう日本は豊かじゃない、とだんだん感じるようになっ

てきて、他のアジアの国々に比べてもうそうでもない、追い抜かれた、と思うことがあるかもしれません

けれど、地球全体から見たら、まだ豊かなのでしょう。 

一つの切り口は食べ物です。食べ物は食べきれないほどあって、日本ではそれを廃棄しています。便

利さを求めて、いつでも何でも食べたい物が手に入るように、と用意をしていますが、その結果廃棄をし

ています。それを別の形で活用するということもありますが、一方で足りない国もあるのです。 

もう一つは水ですね。食べ物を、あるいは穀物を作るためにはたくさんの水が必要です。日本は蛇口

をひねれば飲める水が出る、私もそれが当たり前だと思って子どもの頃から過ごしてきました。でもそれ

が、当たり前ではない国があります。ブラジルで生活した時、1990 年代ですけど、飲み水、それからト

イレ、飲むための水、それから下水の事情も全然違うところがまず驚きでした。 

またあるとき新聞で、一面に子どもの背中の写真が写っていました。その背中に値札がぶら下げられ

ていました。子どもに値段をつけて、札をぶら下げている。その子どもの背中の写真を見た時の衝撃を忘

れることができません。 

様々な事情が国々によって違います。私たちは今日本で生活をしている。同時に、今この地球という

ひとつの星の上で生活をしている、ということもまた、心に留めなければならないことです。 

 

永遠のいのちを受け継ぐためには 

さて今日のみことばです。一人の人がイエス様に質問をします。「先生、良い先生、何をしたらよい

でしょうか。永遠のいのちを受け継ぎたいのです。永遠のいのちを受け継ぐには何をしたらよいでしょう

か」という質問でした。 
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ここからイエス様との会話がはじまります。「なぜ、わたしを『良い』と言うのか」と言って、イエ

ス様は彼の呼びかけの仕方を否定したような感じがします。イエス様は“良い先生”と呼ばれることを望ま

れなかったのかな、と思います。イエス様は単なる“良い先生”ではないのです。 

話は戒めのことに進みます。「戒めはあなたも知っているはずです。殺すな、姦淫するな、盗むな、

偽りの証言をするな、騙し取ってはならない」。これらはこれらの多くは出エジプト記 20 章の“十の戒

め（十戒）“です。「殺してはいけない、姦淫してはいけない、盗んではいけない。自分を大事にするよ

うに、あなたのとなり人を大切にしなさい」。「神を愛することと、隣人を愛すること」にすべての戒め

は集約されます。その大事な戒めをいくつか挙げて、「あなたは知ってますよね」と言ったんですね。こ

の人はどう答えたでしょうか。この人はなかなかすごい人だと思いますけれど、こう答えるのです。「先

生、私は少年のころから、それらすべてを守ってきました」。なかなかそう言える人はいないんじゃない

でしょうか。皆さん「殺すな、姦淫するな、盗むな、偽るな、父と母を敬え」などなど十の戒めの言葉

を、「子どもの時からずっと守ってきました」と言える人はなかなかいないと思います。 

そしてここからイエス様の言葉が 21 節からまた始まっていきます。 

質問は、「どうしたら永遠のいのちを受け継げますか」ということでしたけれども、イエス様が使っ

た言葉は「神の国に入る」という言葉でした。23 節と 24、25 節にその言葉が出てきます。 

そして今度、弟子たちが 26 節で話している中には「それでは誰が救われることができるでしょう

か」って言葉がありますね。 

今三つの言葉が出てきました。この三つは、同義語、同じ意味だというふうに理解してよいでしょ

う。「永遠のいのちを受け継ぐ」「神の国に入る」「救われる」。 

 

それでイエス様がそれについて何と言っているか。まず一つは「それはなんと難しいことでしょう」

と、23 節と 24 節で重ねて言っておられる。「いのちを受けること、神の国に入る、救われること、そ

れはとても難しい」と言われました。そして弟子たちが、「金持ちが神の国に入るのは、それはラクダが

針の穴を通る方が優しい」と聞いて、「では誰が救われることができますか、誰もできないではありませ

んか」と言ったことに対して、イエス様は今日の最後の 27 節でこう言われました。「それは人にはでき

ない」とはっきり言われたのです。どんなに人が努力してもどんなに人が頑張っても正しくあろうとして

も、戒めを守ろうとしても、それでも人にはできないと言われたのです。とても難しい、そして人にはで

きない、と言われました。 

もう一つも言われました。「でも神にはできる」と言われたのです。 

この三つがイエス様が言われたことでした。 

「とても難しい。人にはできません。でも神は違います、神にはどんなことでもできるのです」。 

 

神に信頼する 

「神の国に入ること、救われること、永遠のいのちを受け継ぐこと。人間にはできない。でも神には

できる。神にはどんなことでもできる」。そう信じることが、神を信頼するということです。 

『富を持つ人が神の国に入ること』それが今日のテーマですが、それはとても難しい、簡単ではな

い。富を持たない人には持たない人の大変さがあるでしょう。持つ人には持つ人の大変さがある。「簡単
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ではない、なんと難しい」と言われ、さらに「人にはできない、しかし神にはできる」と言われたので

す。 

 

“神様には出来るんだ！” そう信頼することです。信頼するとは、人が自分の全人格をもって、神の

全人格にお任せすることです。この方は信じるに値する方だと信じて、自分の全人格、全存在を任せると

いうことです。別の言い方で言えば、全体重を任せて預けるということです。 

 

20 代の大学生の頃、奥多摩でキャンプをした時に、自由時間があって、数人で奥多摩の川を歩きに行

ったことがありました。 

渓流が流れています。そして、川の流れが分かれていて、中洲のようなところがありまして、そこま

で行く間にですね、これぐらいの石があって、飛び石のように伝っていくと、まあ 5 m 先かもうちょっ

と先ぐらいにある中洲の所に行けるようなところがあったんですね。そこに乗ってまず流れの中の一つ目

の石に足を乗せ、次に二つ目の石に移り、「あ、これならいけるな」と思って進んでいったら、真ん中あ

たりでその一つの石がグラッときました。大丈夫だと思ったのにグラッときたということを覚えていま

す。その時グラっとして落ちたのか大丈夫だったのか覚えてないんですけれども、とにかくそうやってみ

んなで渡っていきました。渡っていくと今度は大きな大きな岩がごろごろと連なっている場所がありまし

た。中くらいの岩があるのでそこで伝って登っていくことができるわけです。そこの上に登ると一人が立

っても、何人かで立ってもびくともしません。 グラっともしません。大きな岩です。立っても上で跳ね

ても大丈夫、揺れることもない、そういう岩でした。その大きな岩では寝転がることもできます。自分の

全体重をかけても預けても大丈夫、それが大きな岩です。 

神様に信頼するっていうことは、小さな石の上を伝うように歩いて、「ま、多分大丈夫だろう」って

思いながらグラッとしたりする、そういう石に自分の全体重を乗せるっていうことではなくて、もっとず

っと大きな大きな、岩よりももっともっと大きなお方に自分の全体重を預け、全存在を預け任せるってこ

となんだということを、思わされた場面でした。 

聖書の中に「あなたこそ救いの岩」という言葉があります。 

主は岩なのです。小さな石ではなくて、当てになるかならないか分からない、これくらいの石ではな

くて、もっともっと大きな岩、それよりも大きなお方です。「永遠のいのちを受ける、神の国に入る、救

われる」とは、神に信頼し全てお任せして本当に信頼するという、ある意味でこれまでの生き方とは全く

違う新しい世界に飛び込むということです。 

 

「時」をのがすな 

一人一人の人生の中で「時」があるでしょう。いま教会に集まっている一人一人にもそれぞれの人生

の中で「時」があったのだと思います。「時」があります。「備え」が必要なこともあります。耕して、

心の畑から石を取り除いて、土を柔らかくして･･･という準備が必要な時があります。しかしいつまでも

準備をしてはいられません。時は限られています。 

今日出てきたこの「富を持つ人」。「顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持ってい

たからである」と書いてある、この人はどんな人なのでしょう。青年か老年か、マルコは書いていませ
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ん。しかし他の福音書、マタイ・ルカの福音書を見ますと「青年であった」「役人」とか「司」というよ

うに書いてあるので、それなりの仕事につき、それなりの責任を任せられている人であり、でも、若かっ

た。若い社会人で、財産も多く持っていた。親や家から受け継いだものかもしれません。 

若かったということですので、「まだまだ自分にはこれからの人生がある、人生の楽しみがある未知

の人生の冒険が開けている」と考えたかもしれません。そう考える青年だからこそ、自分の全部を神様に

任せるということが難しいということがある。逆に、「自分に残された時が限られている」と感じるよう

になった、そういう思いが強くなる年代だからこそ、難しくなることもあるかもしれません。変化や新し

い世界に飛び込むことが難しくなる、ということがある。 

難しいことは確かです。24 節ではイエス様が 2 度目に言われました。「子たちよ。神の国に入るこ

とは、なんと難しいことでしょう」。これは“誰が”という、“富を持つ人が”、とか、“そういうものを持

たない人が”とかいう限定なしで、「誰にとっても、なんと難しいことか」と言われたのです。というよ

りも「人にはできない」のです。 

 

御霊の働き 

「人間にできない、そのことを神がしてくださる」とイエス様は言われました。神が人間の心を変え

てくださるのです。今すでに、教会に集い、洗礼を受けた一人ひとりは、人生のどこかで神様によって心

が変えられて、今に至っているはずです。一人ひとりの中で神様が働かれます。人にはできない仕方で、

神が人の心のうちに働かれます。聖書はそれを“御霊の働きである”と言います。 

 

ヨハネの福音書 3 章、今日交読でご一緒にお読みしました。「人は、新しく生まれなければ、神の国

を見ることはできません」という所です。さっき「救われる」の同義語で「神の国に入る」と「永遠のい

のちを受け継ぐ」という言葉が出てきましたけれど、「新しく生まれる」というのもその同義語の一つで

しょう。 

年を取り、地位も立場もあるニコデモという人が、イエス様を訪れた時の会話です。イエス様は“風”

について言われました。“風が吹いてくる、人の心に風が吹く”。聖霊はそのように働かれる。「神の霊」

という言葉は、“息”とか“風”と同じ言葉です。「神の息、霊、風」。ですので、ここで出てくる「風は思

いのままに吹く」というのは、神の霊の働きのことです。「風が吹くとき、人はそれがどこから来てどこ

に行くのかわからない」と言うのです。 

 

以前に星野道夫さんという、探検家で写真家の方の写真展を見たことがありました。たぶんアラスカ

で撮った写真で、アラスカで熊に襲われて遭難して亡くなった方ですけれども、これぐらいの大きな写真

でした。カリブーという動物の群れが草原をずっと移動していく写真でした。そこにキャプションがつい

ていました。『風とカリブーの行方は誰も知らない』。角をはやした鹿のような動物、カリブーの群れが

移動していく。でもその地域の原住民、地域に住む人たちでさえも、エスキモーの人たちでさえも、カリ

ブーがどこから来てどこに行くのかわからない。風も同じだ。という、ことわざのような言葉がそこに書

いてありました。 
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神の御霊は人には見えないところで働きます。その本人、自分自身にも分からないところで神の霊が

その人を新しく生まれさせるのです。そしてその人を変えます。どう変えるか？罪を認めさせます。罪を

認める事が出来なかった人が「自分も罪人だ」ということを認めることができるようになる。そして信じ

られなかった人を、信頼する人に造り変えることができる。そういう働きを神の御霊がなさっています。

若い人も年取った人も、富を持たない人も持つ人も、日本人でも何人でも神を信じることはあまりにも難

しいことです。でも神は生きていて、人にはできないことが神にはできるのです。 

 

今日の説教題を改めて見ますと、『富を持つ者が神の国に入る』と書いてある。それを教会堂の前に

道に向かって掲げてあります。道を行く人が見たらどう思うだろうかなって改めて考えました。『富を持

つ者が神の国に入る』って書いてあって、“神の国ってそういうところなんだ、富を持つ人が入るところ

なんだ、自分はそうじゃないから駄目なのかな”って思う人がいるかもしれないなと。誤解を与える説教

題かもしれないなって少し思いました。「富を持つ者が神の国に入る、それは難しいことだ、でも神がし

てくださる！それはなんと素晴らしいことだろう！」という驚きの思いが込められた説教題だと受け止め

ていただければと思います。 

 

その日その人は去っていきました。“青年”とはマルコは書いてませんけど、富を持つ人は去っていき

ました。もう一度 21 節に戻って、読んでみます。「イエスは彼を見つめ、いつくしんで言われた。『あ

なたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っている物をすべて売り払い、貧しい人たち

に与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。そのうえで、わたしに従って来なさ

い』」。 

 去っていった青年のその後は私たちには分かりません。若かったのならば、おそらくその後の人生があ

ったでしょう。後になってイエス様との出会いや会話を思い出したであろうと想像します。どんな言葉だ

ったでしょうか。「イエスは彼を見つめた」。イエス様は彼をじっと見ました。そして「いつくしんで言

われた」。イエス様の言葉は拒絶の言葉ではありませんでした。むしろ招きの言葉でした。あなたはそれ

ではダメだと否定したのではなくて、愛して語りかけてくださった言葉だった。そのように彼は思い出し

たのではないだろうかと想像します。 

  

 「イエスは彼を見つめ、いつくしんで言われた」というところ。これは直訳すると、「イエスは彼をじ

っと見つめて愛した、そして言われた」と訳した方がよいと思います。“見つめて“の後の言葉は”いつく

しんで“ってなってるんですけれども、ギリシャ語の聖書では“エーガペーセン”という言葉で、“愛した”

という言葉です。“アガパオー（アガペーの愛で愛する）”の過去形ですね。 

 なのに、なぜ「いつくしんで」って訳したんだろう？と、いくつもの日本語聖書翻訳を見てみました。

だいたい「いつくしんで」になってましたが、フランシスコ会訳は”見つめ愛情を込めて仰せになった”と

ありました。なるほどと思いました。文語訳聖書は“ 愛
いつくし

み曰
いひ

ける“でしたね。いつくしみは”愛”という漢

字に”み“と送り仮名を送って” 愛
いつくし

みいひける”、“いひける”は“曰
いわ

く”の“いい”でした。塚本虎二訳は「彼

をじっと見てかわいく思って言われた」。なるほど、愛したという言葉を、「愛しんで」とか、「愛情を

込めて」とか、「かわいく思って」、と訳したんだな、ということがわかりました。 
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 誰にだって難しいのです。富を持つ人にはなおさら難しい、でも「人にできないそのことを、神がして

くださる」。イエス様が言われているのはそういうことであったと思います。 

 人を造り変え、新しく生まれさせるという、人間にはできないことが、神にはできるのです。自分でも

できない。しかし神が今日も働かれるのです。私たちはそれを信じます。一緒に信じたいと思います。イ

エス様は言いました。「持っている物を行って売って与えなさい。持たない人たちに与えなさい。そうす

ればあなたは天に宝を持つ。そしてわたしについて来い」と。「行きなさい、売りなさい、与えなさい、

そして持ちなさい、従いなさい」と五つの動詞で命令し、招いておられます。 

 この話をイエス様が条件を出していると考えない方がよいと思います。これとこれをしたらこうしてあ

げますよ、こうすればこれが手に入りますよ、という意味ではないのです。むしろ、「それら全てを超え

たところに“神の国、永遠のいのち、救い”はあるんですよ」とイエス様は言わんとしているのではないで

しょうか。「あなたがこれをすればあなたを神の国に入れましょう、しないなら入れません」とイエス様

が考ているのではないと思うのです。「あなたが求めている永遠のいのち、神の国は、あなたが思ってい

るよりもっとずっと素晴らしいものだ、あなたの考えを、思いを、超えている」、「この世の何かと並べ

て捉えたり、並べて比べられるようなものではない、そのことをわかってほしい」というのがイエス様の

お心なのではないでしょうか。 

 

ほんとうに大事なものは 

 イエス様は言われました。「人は神と富とに兼仕えることはできません」（マタイ 6 章）。こっちも

あっちも、あれもこれもというように、二つのよいもののうち、あるいは幾つかのよいもののうちの一つ

として神の国を求める、というのではなくて、「すべてを超えて大事な、すべてを超える第一のものなの

だ」ということでしょう。 

 

 「神の国とその義とを第一に求めなさい」（マタイ 6:33）。皆さんは何を第一にしているでしょう

か。何が第二でしょうか。大事なもの、求めるもの。何が第三でしょうか。 

 もし今ですね、一人一人答えてみるとすればいろんな答えが出てきて、きっと話し合ったらおもしろい

だろうなって思います。 

 『3 番目に大事な物』っていう歌がありまして、昔の清志郎さんの、ハードフォーク時代の歌ですけれ

ども、女子高校生の立場で歌っている歌で、「一番大事なものは自分なのよ その次に大事なものが勉強

で 三番目に大事なものが恋人よ」。つまりこの歌っている男子は、女子から三番目に大事だと言われち

ゃった、みたいな歌ですね。「男の子なら誰でもかまわないの 友だちに見せるために恋をするのよ」と

いう歌なんですけど、「一番大事なのは自分なのよ」って歌う、そういう子がいるとしたらすごいなーっ

て思うんですけど、みなさんの周りの人は、何を一番大事にしてるでしょう。 

 あなたは何を一番大事にして、何が 2 番目で、何が 3 番目でしょうか。もし私たちが 2 番目に神の国

を求める、3 番目に神の国が大切だと思うならば、いくつかの大事なものの中の一つとしてこれも欲し

い、神の国を、いのちを、救いを頂きたい、ということであれば、その求め方は十分ではないということ

です。それは違うのです。 
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 イエス様は、「行って、売りなさい、与えなさい」と言われました。でもそれらのこと以上に大事なの

は、「わたしについて来い」という招きの言葉です。イエス様はこの人を見つめて、愛して、招いたので

す。私たちも、今すでにイエス様を信じて洗礼を受けている人も、まだの人も、一人ひとり、今、イエス

様に見つめられて、愛されています。招かれているのです。イエス様が私やあなたをじっと見つめて、今

のあなたを知って、思って、愛してくださる。愛しんで大切に思ってくださる。そしてあなたの置かれた

状況によっては「かわいそうに」と思ってくださる。憐れんでくださる。そして「わたしについて来なさ

い」「わたしの後から歩みなさい。わたしと一緒に歩いて歩きなさい」と招いてくださる。「あなたの生

きる道はここにある。わたしと共に歩きなさい」。 

 主イエスと共に歩むこと、それこそが一番大事なことだ、と心を決めて歩めばよいのです。そのほかの

大事なものを、二番目三番目にして、第一に主イエスと一緒にいる、共に歩く、それを一番大事にするの

です。 

 

 マタイの福音書の 13 章に「神の国はこういうものに似ている」といって、「すばらしい真珠を探して

いる商人のようなものだ」というたとえが出てきます。 

 マタイの 13 章 45-46 節。「天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものだ。もしそれを一

つ見つけたら、行って、持っていたすべてを売り払って、それを手に入れます」。本当に価値のある一つ

を見つけたら、他のすべてを売り払ってでもすぐに手に入れる。天の御国とはそういうものだ、とイエス

は言われたのです。 

 私たちは、イエス様が招いておられる神の国は、そのような世界で一番素晴らしい真珠だということに

目が開かれて、「イエス様、それを私にください。第一にそれを求めます」と言わせていただきたいと思

います。 すでに洗礼を受けているクリスチャンの皆さん。今日からの生活の中で、「私は世界で一番素

晴らしい真珠を持っているのだ。この世にある他のどんなものよりも素晴らしい、一番素晴らしい真珠、

最高の宝物を神様から頂いているのだ」という思いで、毎日を生きていきましょう。 

 

イエス様についていく  

財産を売るかどうかということについては「使徒の働き」にも出てきます。そこでは財産は売ってもよ

いし売らなくてもよい、どちらでもよい、どちらにするのも自由だ、とあります（使徒 5:4）。それにと

らわれる必要はない。ただ、それより大事なものがあるということに気づくことが大事であり、「イエス

様が私を呼んでくださっている」ということに気づき、その声を聞き、それに応えるということが大事で

す。「ただわたしについて来い」とイエス様は呼んでいます。 

  

 その日青年は立ち去りました。何が悲しかったのか。“俺には無理だ”と思ったのか、心を決められなか

った情けなさでしょうか。家の将来までも心配してしまったのかもしれません。でも彼はきっと、その後

の人生で思い出したでしょう。多くの若い人には 10 年後、20 年後があります、たぶん 30 年後 40 年後

がある人もいます。若い人の中には、人生で、その後の人生ステージが変わった時に、壁にぶつかった時

に、振り返って思い出すのです。「イエス様が招いてくれてたな」ってことを。 
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 若くない人にはそんなに時間がないかもしれません。もう人生を振り返る時を迎えているかもしれませ

ん。そうならばやはり、「わたしについて来い」とイエス様が招いてくださっているそのことを大事に聞

きましょう。10 年後でいいや、20 年後でいいや、と考えないで、今聞けることを今聞きましょう。そし

て今できる応答を、今しましょう。富を持っていてもいなくても、子どものように素直な心で、「これは

いいものだ。これが欲しい。これは大事」だと思ったら一直線になる、そうすればよいのです。たしかに

それは難しいことです。冷静に色々考えてしまう。大人になると、時に考えすぎる、決められなくなる。

「ただついて来い、わたしについて来なさい」という招きに素直に応えるのが難しくなる。大人なら尚更

です。多くのものを持っていたなら尚更です。それは人にはできない、難しいことです。 

 でもここに、教会には、その難しいことを通って、イエス様を信じるようになった証人たちがたくさん

います。「神は、あなたのことも、どんな人のことも変えることができる。新しく生まれさせることがで

きる。それを信じなさい。そして一歩を踏み出しなさい」とイエス様は言われます。「私には無理だ、だ

って」と思うかもしれません。しかし神は、あなたのその事情を超えています。「神にお任せしなさい。

あなたの全体重をお任せしなさい。「人は老年になっていて、新しく生まれることができるでしょう

か」。「神にはできるのだ」。そう主イエスは言われます。ニコデモは、イエス様との会話のあの日に

“信じます”と言った、とは書いていません。しかしその後の日々で、そんなに長くない日々の中で、心を

決めたのでしょう、主イエスの十字架の死の後の場面で、もう一度聖書に登場してきます。神から遠いと

思われている人でさえも、神の国に入ります。神の国の門は開かれています。神の国の門は小さく見つけ

にくいのです。 

 でもこうして今、教会に来ている人は、同時配信の人も含めて、もう見つけているのです、見つけにく

い門を。もう招かれているのです。あなたが、「はい、私もイエス様の道を行きます。イエス様あなたに

ついて行きます」と応えるその時を、神も待っておられます。教会の仲間も待っています。教会に来てい

る人たちの中に、またオンラインで礼拝に参加する人たちの中に、そのように変えられていく人が起こさ

れることを、私たちは待ち、祈っています。お祈りをささげましょう。しばらく沈黙のうちに黙祷の祈り

をささげましょう。 

祈り 

 神様、今日、「わたしに従ってきなさい」「神にはできるのですと」いうみことばを聞いた一人一人

が、イエス様に従うことができますように。そして永遠のいのちを受け継ぎ、神の国に入り、救われるこ

とができますように。そしてこの教会の、すでにあなたを信じて神の国に入れられている一人一人の存在

を感謝いたします。何にも代え難い宝をいただいている者として、喜びをもって今日からの生活を歩めま

すように。感染症、地震、様々に心配なことがある中で、あなたがくださる宝をしっかりと受け止め、い

ただき、あなたに信頼する信仰をいただき、喜びを持って、確信を持って、日々を生きていけますように

お導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 


