
 “”+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藪崎勝之兄 告別式 
Sharing our wonderful memories Of 

Katsuyuki Yabuzaki 
1965～2011 

        ２０１１年６月３０日午後１時 
            式場：清水草薙教会 
              司式：村上  定幸師 
              聖書：大石   操兄 
              奏楽：村上 真理子姉 

前  奏 

讃  美 新聖歌２０９「慈しみ深き」 

聖  書 ローマ人への手紙 ８：１８～２７ 

        大石   操兄 

祈  祷     堀場  昭司兄 

説  教 「絶えない望み」 

主の祈り     一  同 

讃  美 新聖歌５１０「主よ御許に」 

メッセージと愛唱歌  「谷川の水を求める鹿のように」 

     藪崎  敦子姉 

     藪崎  友梨姉 

祈  祷 

讃  美 新聖歌２３３「アメ―ジンググレース」 

     （驚くばかりの） 

      一  同 

弔  電 

献  花 新聖歌５０８「神 共にいまして」 

祝  祷 新聖歌６３「父 御子 御霊の」 

後  奏 

 聖書  
 ローマ人への手紙 ８：１８～２７ 
現在の苦しみは、将来わたしたちに現されるはずの栄光に比べると、取るに足り
ないとわたしは思います。被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでい
ます。被造物は虚無に服していますが、それは、自分の意志によるものではなく、
服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。つまり、被
造物も、いつか滅びへの隷属から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に
あずかれるからです。被造物がすべて今日まで、共にうめき、共に産みの苦しみ
を味わっていることを、わたしたちは知っています。被造物だけでなく、“霊”
の初穂をいただいているわたしたちも、神の子とされること、つまり、体の贖わ
れることを、心の中でうめきながら待ち望んでいます。わたしたちは、このよう
な希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありま
せん。現に見ているものをだれがなお望むでしょうか。わたしたちは、目に見え
ないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。同様に、“霊”も弱いわ
たしたちを助けてくださいます。わたしたちはどう祈るべきかを知りませんが、
“霊”自らが、言葉に表せないうめきをもって執り成してくださるからです。人
の心を見抜く方は、“霊”の思いが何であるかを知っておられます。“霊”は、神
の御心に従って、聖なる者たちのために執り成してくださるからです。 
            --- 新共同訳聖書 ---  
 
 I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory 
that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the 
sons of God; for the creation was subjected to futility, not of its own will but by the will of him 
who subjected it in hope; because the creation itself will be set free from its bondage to 
decay and obtain the glorious liberty of the children of God. We know that the whole 
creation has been groaning in travail together until now; and not only the creation, but we 
ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait for adoption as 
sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now hope that is seen 
is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we 
wait for it with patience. Likewise the Spirit helps us in our weakness; for we do not know 
how to pray as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with sighs too deep for 
words. And he who searches the hearts of men knows what is the mind of the Spirit, 
because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. 
             ―  RSV Romans 8：18-27   ― 
  【聖書から】わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったも
のを見ている。だがそのときには、顔と顔とを合わせて見ることになる。
わたしは、今は一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり知られ
ているようにはっきり知ることになる。それゆえ、信仰と、希望と、愛、
この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。 
         コリントの信徒への第一の手紙  13：12～13 


