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~ 1 .バプテスマは、主に従う弟子となること、そして同時に、教会という家族 i

~ 2. 

の一員となることです。

一員になることは責任ち伴いますが、一員にならなければ受けることのな i

い生きがいと喜びがあります。-

~3. あなたは今後どのように歩んでゆきたいか、考える機会にレてください。
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-バプテスマの意昧 古い私の死→新しい私の誕生

あなたはお祈りを通して、イエス様をl[jlに迎えられましたか?(5-9を参照〉

バプテスマは、そのことを目に見える形で行う信仰の応答です。

ます、7.Kに沈めらねまま授、一乏机は古い罪の自治lまでl'工又援と某jこ

士空袈に袈ーは_5~ねfて究!JJtf_ということを意昧としています。

次に7.KD\らー起きあがりーます~D\ それはーイエユ様lこ-よーって新し一一〈さ

れ疋私は復活され疋イエヌ樺ーと共lこ永遠の命を生きてゆきますと

いうことを意味しています。

-バプテスマは、イ工ス様に従うことの初めの一歩です。

バプテスマは、 「私は神の家族に加わり、教会員として、みなさんと共に成長してゆきます」

という祈りと決l[jlを神さまと人々の前に表明することです。

そして、バプテスマを受けることは教会のメンパーになることです。

新聖書辞典には、以下のように記されています。//

バプテスマ: ゴエヌー_: _~_ ~j_2J'ー査一信一じた宣tl、 __~_リ~2一台ーのーなーら疋?であーる製会lこ_110nる(;._Iぬlこ九一一

;キリユト!こ対する信@を旦Zる影で公!こ表BJ3~る疋めιf王う儀式。 この意味では、信仰者が個々

の教会に所属するようになるための、加入の前提条件とち言うべき性格を持っちのである。これ

は，もう一つの礼典である主の晩餐式と共に、世の終りまで教会が守り行うようにと主が定めら

れた礼典である。

バプテスマが教会への加入の儀式として定着するに至った理由はいくつか考えられるが、ますイ

エス自身が、昇天される前に弟子たちに命じられたことである(マタ

28 : 18-20.マコ16:15-16)。

さらにイエス自皐がヨハネからバプテスマを受けることによってイエ

スに従う者のために模範を残された (マタ3: 1 5)。
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またイ工スの教えと模範に従って、バプテスマは初代教会において忠実に受け継がれ守られてき

ここまで引用。たこと(使徒2: 41)などをあげることができよう。//

バプテスマを受けることは、杢1)_:::z.__t:のお体:ヲごあーる一教会のj置きEミメン'/_'¥-::-:J仁ーなーるーことです。

教会は…神様の愛に応えて、キリストのお体を形成する一員になりたいと願うメンパーによって

「私は、神様の愛に応構成されています。ですから、バプテスマを受けて教会員となることは、

えて、キリストのお体を形成する神の家族の一員になりたいJと自ら願いそのような生き方を決

山して選び取ることなのです。

教会は教会員のチームが「福音」という全ての人の人生に関わる最も大切な運動をしてゆきます。

-そして共通の目標・コミュ二ケーチームワークに必要なのは、一つのl山(キリストの山と思しり

ション・ルール・支え合いです。

目標

ミッションステートメント 想議長五

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

遣
い
を
認
め
、
理
解
し
合
う

支え合し

自分にして

人にもそ

'レ
1
|
'レ

私
と
神
さ
ま
と
教
会
と
の
約
束

たいと望むとおり、

さい。
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-バプテスマを受けるためには・..

以下の4つが!必要です。チ工ツクしてください。

口教会の信仰告白(この間子マイルーツの内容)に同意されること。

口次ページの「教会のルール」を神さまと教会に対して、約束する

と決意されること。注意深く読み考えて、バプテスマを受けられ

るかどうかを決断してください。

口あなたの信仰の告白をされること。

礼拝の中で、信仰の告白をいたします。皆様の書かれたちのを参

考にされて良いと思います。信仰告白文の中に必ず含まれなけれ

ばならない内容として以下の二つのことがあります。

1 .自分にとってイエス様とはどういうお方であるか?

2.教会のメンバーに加わりたいという意志の表明

口教会員の承認

礼拝の中で、教会員の承認をいだだきます。

-私たちの願い…自律しだイ工ス様の弟子となりましょう。

私たちは弱い時があります (マタイ 11 : 28)。

その時には、主からの慰めが与えられることを祈り合います。

でち元気になったら 〈ル力22: 32)、

受けることではなく与えることを求めましょう。

仕えられることではなく、仕えることの喜びに生きましょう。

愛されることよりも、愛する

ことを学びましょう。

自律し疋イエヌ様の弟子 (自

分の使命と持ち揚をわきまえ

て共に主に仕える者になって

ゆきましょう。
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0私は、神さまと教会にお約束いたします

神様のご愛に感謝して次のことをお約束いたします。

口① 神様を愛します…
私は、礼拝の生き方を最優先いたします。私は、神様を愛し、 他のも

のを神として礼拝いたしません。主目礼拝式を大切にいたします。

口② 交わりを大切にします…
私は、セルグループや分級礼拝を大切にいたします。

私は、祈りによっておEいを受け入れ、愛し、尊敬し合います。

口③ 悪口を言いません…
私は、メンバーの悪口を言わす、悪口を取り次ぐこともしません。

口④ 聖徒会に参加します…
私は、教会の方針や活動を決める総会と聖徒会を大切にし、参加いた

します。

口⑤ 伝道します…
私は、家族や友人たちと地域の人々のために祈ります。自分の賜物を

用いて協力してイエス様を伝えます。

口⑥ 奉仕と献金をします…
私は、神様と自分と人々を愛しているので喜んで奉仕をいたします。

私は、神様の恵みに応え、喜んで献金 (什一献金他〉をいたします。

口⑦ 教会のビジョンに参加、協働します…

署名:

私は、 教会のビジョンを自分のビジョンとします。

ビジョン実現のために祈り、協働します。

以上のことを私は神さまと教会のみなさまにお約束いたします。

主よ、どうぞ私を助けてください。

年 月 日

印
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*** ここからはマイルーツの参考資料仁なります 女宮崎*

-成長と成熟のビジョン:r三つの愛」と「人生のダイヤモンド」
十 fi つの雪11:成阜の源

神様の子どちはどのように成長するのでしょうか?

その成長を測るものさしはあるのでしょうか?

あります。それは『三つの愛』を通して神様に献聾することです。

『三つの愛』とは...

0)神様の愛に応えて、1)神を愛し、 2)自分を愛し、 3)人々を愛する、です。

人は愛によってのみ正しく成長することができます。

神様の愛でl[j¥が満たされた時、その人の内側から生きる力・誠実な人格・肯定的な思い・喜び・

希望が湧いてきます。その愛で人を愛そうとする時、その人の内側から信頼・喜び・責任・人格

への尊重が生まれて来るのです。

Tfi5つの日的11:成需の{首

それでは具体的に 『三つの愛』を育て、成長・成熟してゆくにはどうしたらよいのでしょうか?

三つの愛の成熟案内図があります。 ~ 5つの目的』 です。

大このゴールのために必要なことは伺でレょうか?

*なぜ、 「目的」なのですか?

① イエス様の使命から横道に

それないためです。

② 成長の方法を示すためです。

③ 自己評価に役立つからです。

*なぜ、 野球のダイヤモンドなのですか?

⑦ チームプレーで私たちは成長してゆ

くからです。

② 人生は三つの愛を育てる成長ゲーム

(楽しい前進〉だからです。

③ ホームを目指すからです。

*気をつけることはありますか?

① 制度になってしまわないように

気をつけることです。

①私たちが神と自分と人々を愛する事にどれだけ喜びを男出し献身しているかという事です。

②自分が成長し、家族が救われ、友達が較われ、 地域の霊的雰囲気が変わることを夢として

描いているかという事です。

③また自分の賜物を生かした人生を歩みたいと願っているかという事です。

④表面的にならないだめに、人を裁かないことち!必要です。私たちは同じ目的を目指します

が、皆それぞれに個性ち賜物ち遣っていますし、それゆえに目的に至るプロセスはたくさ

んあります。交わり・ 成長 ・奉仕、伝道、礼拝へのプロセスを楽しみましょう。
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0現在の教会の決議のプロセスです

私たちの
神さま
私開閉J~\ 日 感謝

(L/~~~ 

iJi's¥ Zミ
総会は、神様のみJ~\を求めて、 教会のメンパー全員で

開く会議です。教会の最高議決機関です。

ある事柄は委託 報告

♀i宇一三一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸

執事は年に一度の選挙によって選出されま

す。教会員は選挙権と被選挙権を持ちます。

執事会は、総会で決められた方針に基づき

大事なことがスムーズに実行されるため、

議案を整理したり、 委ねられた務めを実行

したりいたします。

¥ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ____) 
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パスターのりのり noちょっぴりおとくコーナー

- 良い会議をみんなで作るには?

今日、私たちはいろいろな事で会議を持つことがあります。

みんなで集まって話し合うのですから、 「ああ、会議をして良かった」と思えるような会議をし

だいちのです。

下の給は、そのような会議を持つためにみんなが気にかけると良いヒントを入れた給です。

'11回・批

連安

①ゴールを明確に

②論点は一つ

⑤構造化

‘'JlJ観察/二一Nこ敏感

④事実/前提・根拠

:この会議で伺について決めようとしているのでしょうか?

:いくつもの事柄をいっしょに話すことはできません。ボールは一つです。

:話していることを図に表してみましょう。7フイデ?をグループに分けたり、

表に分類してみたり、関係を繋いでみたりすると、話している流れがグッ

と分かりゃすくなります。

⑥一体感と揚の雰囲気 :みんなが参加できるようにしましょう。時には指名したり、 時にはIJ¥さ

なグループで深めたりするのもよいかもしれませんね。

*)これは「マイツリー クラス」より拝借しましだ。



|解答用紙第13章バプテス マ| 点

1 .次のうち、正しいと思うちのにO印を、まちがいと思われるちのに×印を

つけてください 。(各5点、 20点〉

ロ バプテスマはイエスさまを信じていることを目に見える形で行なう信仰の

応答です。

ロ バプテスマはイエスさまに従うことの初めの一歩です。

ロ バプテスマは、神様と私との個人的なことですので、そこに教会の兄弟姉

妹方がいてちいなくてちあまり関係ありません。

ロ バプテスマを受けるかどうかは強要されるものではなく、福音を聞いた一

人一人が自ら決めることです。

2.次の文の、口の中に適当と思う字を入れてください。(口に一宇ずつ〉

(各20点、 80点〉

a)バプテスマには意昧があります。水に沈められるのは、古い罪の自分は

イエスさまと共に十字架に架けられて口口口ということを意味していま

す。水から起き上がるのは、イエスさまによって新しくされた私は口口さ

れたイ工スさまと共に永遠の命を生きてゆきますということを意味していま

す。

b)バプテスマを受けることは、キリス トのお体である口口の活きたメンバー

になることです。

c)教会は現在教会員のチームが、福音という全ての人の命に関わる大切な運

動をしてゆきます。チームワークに必要なのは、口口口口・そして共通

の口口.口口口口口口口口口.口口口.口口口口

です。

d)バプテスマを受けるには、教会の口口口口に同意すること力t必要です。
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-伺かご質問があればお書きください。
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ホームページにいきます

日本バプテスト連盟

緑の牧場キリスト教会（みどりのまきばきりすときょうかい）

広島県東広島市西条町田□2799

牧師酒井敬仁

魚
マイルーツをされた方、、字’
よかったらご連絡ください。

I

http://midori.church.jp/
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