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「正義と平和を共に創造しよう」 
 「正義が作り出すものは平和であり 正義が生み出すものは とこしえに安らかな信頼である。」  

                                                    （イザヤ 32：17）  
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                     2020 年 4 月 27 日［月］9：50～10：30 

司会：金  永秀（  学   長 ） 

ﾒｯｾｰｼﾞ：野間 光顕(英ｺﾐ特任講師)  

奏楽：糸洲  のぶ子(宗教部職員) 

【前  奏】 

 

【讃美歌 21 ４１９番】１・５番 
 

【聖書朗読】 旧約聖書 創世記 ３章 1～５節 

 

『主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。「園

のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。」女は蛇に答えた。「わたした

ちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食

べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。」 

蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知る

ものとなることを神はご存じなのだ。」』 

 
Now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord 

God had made. He said to the woman, “Did God say,‘You shall not eat 

from any tree in the garden?”The woman said to the serpent,“We may eat 

of the fruit of the trees in the garden; but God said, ‘You shall not 

eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor 

shall you touch it, or you shall die.’” But the serpent said to the 

woman, “You will not die; for God knows that when you eat of it your 

eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.”  

 

 



 

新約聖書 ルカによる福音書 24 章 28～35 節 

「一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だっ

た。二人が、「一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も

傾いていますから」と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため

家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈り

を唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分

かったが、その姿は見えなくなった。二人は、「道で話しておられるとき、また

聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語

り合った。そして、時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、十一人と

その仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人

も、道で起こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次

第を話した。」 

 

 

As they came near the village to which they were going, he walked ahead 

as if he were going on. But they urged him strongly, saying, “Stay with 

us, because it is almost evening and the day is now nearly over.” So he 

went in to stay with them. When he was at the table with them, he took 

bread, blessed and broke it, and gave it to them.Then their eyes were 

opened, and they recognized him; and he vanished from their sight.They 

said to each other, “Were not our hearts burning within us while he was 

talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us?” 

That same hour they got up and returned to Jerusalem; and they found the 

eleven and their companions gathered together. They were saying, “The 

Lord has risen indeed, and he has appeared to Simon!” Then they told 

what had happened on the road, and how he had been made known to them in 

the breaking of the bread. 

 

 

 

【メッセージ】       「 心の目を開くもの 」     

野間 光顕 (英ｺﾐ特任講師) 

 

【祈  祷】                      〃 

 

【後  奏】 


