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彼らが素晴らしい信仰心を与えら

です。彼らが従ったことは、別に

味を、決して分かってはいないの

エスについていくということの意

るのです。彼らは自分たちが主イ

で命惜しさに主イエスから離れ去

を捨てた弟子たちが、十字架の前

う思いと共に、どこかで今の自分

私にはこの道しかないのだ、とい

うなのか、わからないでいます。

場に立ちながらも、実のところど

はなかったか、と。こうしてこの

か惰性に過ぎないものだったので

になりたかったのか、と。結局何

ます。その間、本当に自分は牧師

トをしながら過ごした時期があり

た。一度神学校を離れ、アルバイ

経て卒業までに８年かかりまし

思います。私は結局、紆余曲折を

者として選び出された身であると

な者に対する召しによって、伝道

私自身もまた、こういう不用意

ています。だから、私たちは不用

の姿を、私たちはそれぞれに持っ

受けています。神の決断する未来

私たち一人一人がそういう召命を

でなく、
神の理想に生きるのです。

し出します。私たちは自分の理想

先に、神が決断して、私たちを召

私たちの努力や決断などよりも

す。

ってこの漁師たちを召し出すので

をとる漁師にするのだ」とそうい

なものたちをしかし、
「私は人間

わしいと言えるものでない、そん

強い信念があるのでもない、ふさ

のです。学があるわけでもない、

イエスご自身の決意がここにある

とおっしゃっていることです。主

決心してついてくることよりもも

れていたからではなく、彼らの軽

にとって一番楽な道を選んでいる

意に従ってよいし、不用意にでも

で従うか、あるいは拒否するか。

率さの表れに過ぎないのです。彼

に過ぎないのではないかという思

従うべきでしょう。そのように従

っと大事なことが含まれていま

らの従い方はあまりにも不用意で

いがあります。召しにふさわしい

っていく者を神様は決して見捨て

そんなことはそもそも些細なこと

しかし、弟子たちをそういうも

ふるまいを自分は取れていないと

ません。私たちの軽率さよりも確

す。主イエスご自身が弟子たちに

のだと知ったうえで、主イエスは

思わされます。不用意に不用意を

かな神様の決断が、私たちを変え

なのです。そういう不用意を知っ

選んで召し出すのです。彼らより

重ねつつ、今自分は歩んでいない

てくださいます。だから、神様が

対して
「人間をとる漁師にしよう」

ももっと弟子にふさわしい者はい

かと。

私たちにどのような理想を抱いて

たうえで神は召されるのです。

たはずです。しかし、ここではそ

「わたしについて来なさい。人

した。

狩野進之佑

もそも神の召しが、不用意な弟子

間をとる漁師にしよう」
。この言

長老のファイル…8

たちにこそ働くのです。その人物

牧師の書斎から…7

が召された時に既に用意ができて
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。こんな
言葉を掛けられてついて行こうと
思う人は普通いないでしょう。だ
からこそ、この言葉はまさしく主
イエスの声そのものを写し取った
ものと言えます。ここに力があっ
たからこそ、田舎の普通の漁師だ
った男たちはこの御言葉に弾かれ
るようにして、主イエスの後に
従っていく弟子たちになったので
す。彼らはそれまでの生活を支え
てきた仕事を放り出してでも、自
分の父親を捨ててでも、主イエス
に従います。仕事も、肉親も、富
や地位も、すべてを捨てて主イエ
スに従っていくのです。
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は、弟子たちのすばらしさを示す
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子どもたちと共に
歩む教会

幼子からお年寄りまでが共に神様を賛美、礼拝する場所が教会です。
子どもたちの姿は私たちに元気をくれます。

そして時にはその素朴な疑問に、大人の私たちがはっとさせられ、
新たな気づきを与えられます。

さあ、今月も一緒に神様を見上げて歩みましょう！

ＣＳ生徒へ伝えたいこと

ます。
「優子さんの説教は子ども

には重過ぎる」
という意見もあり、

非常に参考になります。

子どもは教会に何をしに来てい

るのでしょうか。遊びに？ 習慣

として？ それもあるでしょう。

しかし自分では気づいていなくと

するまでの膨大な説教の記憶で

すことができます。幼児から成人

感情を抱いたかをほぼ全て思い出

同じ箇所を学んだ時、どのような

していると、自分が子ども時代に

ていただいています。説教準備を

現在ＣＳ教師として説教をさせ

と言える準備があることを、説教

とも「一緒に主に祈ってみよう」

かにぶつかった時、解決はできず

ている私ですが、子どもたちが何

拝以外では子どもに愉快に振舞っ

問うている面は必ずあります。礼

ている、生まれてきた目的を主に

向き合い、教会に救いの手を求め

も、無意識のなかで、重い問題と

す。普段はすっかり忘れています

では伝えたいのです。

あることなど、私以上に理解して

悲観性を持ち合わせている存在で

私の説教は深刻過ぎると評した

私は物事を深刻に、繊細に、悲

いるのです。それでもなお、
「優

ら、と考え始めると、魔法のよう

観的に感じる子どもでした。ＣＳ

若きＣＳ教師も、子どもが深刻で

の先生方には、どんなに心を救っ

子さんの説教は重い」と言える、

我々教師の信頼関係を大切にした

私にも、新米教師同士ということ

を尊敬しています。彼らは歳上の

は聡明で、勉強熱心で、私は彼ら

とはないと私は信じています。

も、この毎日曜のことを忘れるこ

会から離れることがあったとして

子どもたちがもしもこの先、教

いです。

ともあり忌憚のない批評もしてき

教論になることがあります。彼ら

今、若いＣＳ教師たちと熱い説

ていただいたかわかりません。

に当時の感情が蘇ってきます。

が、さあどんな説教をしようかし

に覚えている人間のようです。

私は幼い頃の記憶を比較的鮮明

石室優子

フィクションなのでどうにでも書
けるとも言えますが、作者はこう

いつまでも続いて欲しい教会

るから自分も行かないと、と思う

ことも増えつつあるくらいです。

学校や習い事のように「行かな

くてはいけない場所」ではなく、

自分が進んで通う教会学校は、き

ュー時、一晩で出演者全員の台詞

く（ off-the-chart IQ
）５才でのロ
ンドン・グローブ劇場の子役デビ

生まれつき知能指数が異常に高

ます。
ほんの少しご紹介しますと、

出したキャラクターがよく登場し

にはＩＱの高い天才、神童等の傑

海外ミステリのペーパーバック

でしょうか。また、英国のゴード

は並外れて聡明なるがゆえの災い

ことさえあるとか。
「英知の呪い」

大きな欠陥を抱えた人間だと思う

らいことが多いようです。自分は

人からうらやまれる反面、生きづ

の持ち主は、特に子どもの頃は、

こぼしていました。高い知能指数

りから変人扱いされて辛かったと

ランドール博士も、少女時代は周

所属しています。他にも親戚がた

で、双方の両親共に経堂北教会に

私の主人も経堂北教会の教会員

子どものころから通っています。

ンホームに育ち、経堂北教会には

私は、何世代か続くクリスチャ

しょうか？

ない方も増えているのではないで

守っている私のことをご存知では

その間ずっと地下の部屋で礼拝を

会学校に通っている子どもたちで

まいます。今は何の抵抗もなく教

くなると教会から足が遠のいてし

くなり神様の言葉が素直に聞けな

教会にいる時間が長くなり、忙し

儘です。楽しく居心地の良い時は

私たちの教会生活はとても我が

のように接してくださっているか

を中心とした教会員の方々が家族

ます。この居心地の良さは、神様

神童
した神童は現実にいくらもいると
主人公の口を借り指摘しています。
何度か来日したことのあるハー

を覚え、稽古の初日には各人に合

ン・ブラウン元首相も小学生時代

くさんこの教会に在籍しておりま

っと子どもたちにとって居心地が

図を出していた。７才では月１ヶ

に英才教育を受け、２年飛び級で

自在に操るといった文字どおりの

はない」と嘆いたといいます。少

才でしたが「こんなバカげたこと

日を過ごしていましたし、現在小

私は小さいころから教会で日曜

しれません。

き、離れてしまうことがあるかも

教会よりも大事にしたいことがで

すが、これから成長するにつれ、

らだと思います。

良い場所になっているのだと思い

国のペースで外国語をマスターし、

エディンバラ大学に入ったのは

神童だった少女は、あまりの知能

学生の２人の子どもたちも教会で

神様はどんな時でも子どもたち

年時代に同年令の友達がいなかっ

午前中を過ごすことが当たり前に

）を背負っていた…
of Brilliance
と、これは『ダビンチ・コード』

ど、あのラファエロが描いた二人

見られた子供達は迷惑でしょうけ

た天使のように映るのです。そう

の子供達は神さまが送って下さっ

最近では、子どもたちが教会にい

薄い信仰生活を送っております。

すが、今となっては前述の通り影

校の教師をしていたこともありま

私は、以前は張り切って教会学

ら嬉しいです。

様を信じて歩む道を選んでくれた

会とつながり、いつか自分から神

伝え続け、それぞれのペースで教

を見守ってくださっていることは

の作者ダン・ブラウンの『インフ

のあどけない天使の絵のような。

なっています。

ェルノ』に登場する女医シエナ・

天才・神童と同様、私にはＣＳ

ブルックスのプロフィールです。

だけで「英知の呪い」
（ The Curse

ゆえに友達ができず、いじめの対

16
たからです。

す。

才になると最新鋭の医療機器を

バード大学の宇宙物理学者リサ・

12

子どもが生まれてもうすぐ 年、

角田牧子

独学で解剖学と生理学の本を読破。

安部隆雄
象にされていた。普通の子と違う
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転入会おめでとう！
転入会にあたって

なっています。そして、その喜び
を日々の祈りの中ではっきりと感
じています。
私が印象に残っている御言葉が

信じるものは救われる

した。上司に相談をしても何もし

てくれず、我慢するしかなく、精

神的に辛い状況でした。

御言葉を聞いたとき、苦しんで

いるのに、そんなことはできるは

「神は、実に、そのひとり子をお与

ったのは、偶然の重なりにより、

私が神様を信じるきっかけにな

気持ちが楽になったのです。

じて実行してみようかなと、少し

と、そういう考えもあるのだ、信

ずがないと自分本位でしたが、ふ

えになったほどに、世を愛された。

神様のお導きを感じたからです。

あります。

それは御子を信じる者が、ひとり

まだ、神様を信じる前のこと、

福音書第３章 節）
。

のちを持つためである」
（ヨハネの

た。その時、私は身内や仕事のこ

礼拝に行ったことが始まりでし

主人の両親と一緒に、興味半分で

は心がけ、自分なりに善をもって

その女性に無視をされても、挨拶

んでしたが、仕事は粛々と行い、

その後、辛い日々は変わりませ

として滅びることなく、永遠のい

仲山かおり

けた際も他人事のように思ってい

いませんでした。両親が洗礼を受

る前は神様の存在を正直、信じて

い信仰を持ってこれを乗り越えて

が立ちはだかると思いますが、強

これからも何かと自分の前に壁

悩みを両親が相談に乗ってくださ

たま、礼拝に行く道中で、身内の

とで悩みを抱えていました。たま

です。

境で仕事ができるようになったの

ちに、別部署に配属され、良い環

接していました。そうしているう

見て、自分の中で何かが変わるの

けた洗礼式で、２人の子供の姿を

その後、結婚し、妻が洗礼を受

様の息吹を感じながら、感謝し、

まに感謝申しあげます。日々、神

に、温かく迎えてくださった皆さ

神様のお導きに感謝するととも

のろってはいけません」
（ローマ

福しなさい。
祝福すべきであって、

「あなたがたを迫害する者を祝

葉が印象に残ったのです。

れず、神様の慈悲に感謝し、信仰

はあるかと思いますが、初心を忘

りません。これからも困難なこと

たのだと、神様の愛に感謝しかあ

ました。

を感じました。その時に自分でも

あの時、信じたからこそ救われ

不思議なほど自然と神様の存在を

生活を続けていきたいと思いま
いいたします。

これからもどうぞよろしくお願

人への手紙第 章 節）
。

感じ、洗礼を受けようと思ったの
です。洗礼を受けたからといって、
突然清らかな人間になるというこ
とは、ありませんでした。
しかし、神様から救いの手を差
し出され、その手を私も握り返し

なさい」
（同 節）
。

えって、善をもって悪に打ち勝ち

「悪に負けてはいけません。か

14

当時、私は仕事の人間関係がう

まくいっておらず、一人の先輩女

性から、冷たい対応をされていま

す。

歩んでいきたいと思います。

また、その時の牧師先生の御言

り、良い方向へ進みました。

校のころになります。洗礼を受け

私とキリスト教との出会いは高

なりました。

教会に所属させていただくことに

６月 日、転入会式にて経堂北

仲山孝樹

いこうと思います。

16
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それもあるべしと思うようになり
ました。

いる」と言われたのです。

帰国すると（今は亡き）牧師か

「〇〇さん、天国に行きたくな

スの終り頃、突然きかれました。

でもクリスチャン

ら「今度は大変おもしろい学びが

あるので是非」と誘われ、友人を

誘って
「只より高いものはないね」

クリスチャンになりたいともな

転入会にあたって
私はこれまで、数人のきわめて
親しい方の死に面してきました。
子供がいないせいで、私を実の子

れるとも考えた事がありませんで

と言いながら受講しました。コー

おじさんもその一人です。老衰で

した。

供のように可愛がってくれた隣の
私が初めて教会に行ったのは、
静かに亡くなったのですが、この

で、
悲劇的な最期だったようです。

な田舎の一本道です。どうも即死

私の通り道と違いますが、典型的

なったということです。その道は

で、教会員の方が交通事故で亡く

したが、その朝に教会に来る途中

ですがざわざわしていて不思議で

誘われた時のことです。日曜礼拝

って少し話をしました。亡くなる

で）呼んで、もう駄目だ……と言

が使うだけの私のニックネーム

いう私に、私の名前を（おじさん

へ連れて行くから頑張ってね、と

いに行った時、春になったら○○

ないという状態でした。私が見舞

した。ガイドのおじさんから「あ

果物が美味しく朝日の美しい国で

さて、イスラエルは食物、特に

も眠くて受講を後悔すらしました。

ように頼みましたが、それは何と

親友の教会で聖書の学びを出来る

スト教を学びたいと思いました。

ラエルを旅することになり、キリ

イギリスでの仕事の帰途、イス

たはそれを乱して迷惑をかけるか

調和としきたりがあるから、あん

き、
「どんな宗教にもそれなりの

なったから」と言うと夫は大変驚

して、
「今日ね、クリスチャンに

リスチャンになったのです。帰宅

ました。こうして私たち二人はク

か」と牧師が契約書を２枚持参し

のなら行きたいです」
「そうです

のだから、あなたの意見は却下」
。

２日ほど前のことです。突然に亡

しかしながら、そののち私が思い

くなるよりは良いと思います。奥

リストが手をついた岩を触ってく

知ることもありました。

牧師先生は、その方は素晴らしい

るようにと言うので抜け出して触

この話は１９９９年から始まり

ら、辞めときなさい」
。
「大丈夫、
私は大体において幸せな人生を

ってくることが出来ましたが、話

ました。今も尚、私はこれでもク

なたはクリスチャンになる」と特

まで見えるように立っていたこと

送ってきました。苦しい時がない

の種になるとしか思いませんでし

リスチャンでしかありません。こ

さんを亡くされてから２年後のこ

です。出席していた人々もこんな

訳ではありません。自分の方が正

た。その後、キリストの生まれた

んな私を転入会させて戴きまして

方だった……と言われ、最後に祈

きれいな虹は見たことがないと言

しいと仲間からも支持されながら

馬小屋？を訪れると赤チャンが生

ありがとうございました。どうぞ

りを捧げました。そこから帰る時

っていました。不思議ですが、天

も、それに反する地位の高い人に

まれた時の臭いがしたので、隣り

宗教学者の牧師が勧めて許可した

に召される時は、こうありたいも

対して、特に悔しく思います。そ

の女性に「何か臭うか」ときいた

別待遇を受け、ガイドの途中でキ

のだと思いました。一方、そんな

んな時は「この人に災いあれ」と、

宜しくお願いいたします。

聖書に反して祈ります、
アーメン。

ら「いいえ。あなたは祝福されて

奇特な人なら、事故から救い出す
は思いましたが、聖書を読むと、

のが神様ではないかとも、その時

とです。

いですか」
「そりゃあ、行けるも

１ヵ月、誰とも口をきいたことが

馬場泰子

年も前、米国で近所の老夫婦に

馬場 茂
に驚いたのは、七色の虹が足もと

40
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転入会に感謝を込めて

６月 日に転入会式を行って頂
きましたこと、神様のお導きに感
謝いたします。

や偶然は奇跡的で、神様の存在を
感じました。馬場先生が「クリス
チャンにならない？」と声をかけ
てくださいました。祖母を助けた
い一心で「はい」と即答しました。
目の前が明るくなりました。お見
舞いに行って、祖母と一緒にお祈

追

悼

ことのできるものと、変えること

のできないものとを、識別する知

恵を与えたまえ」
。

転会の際、
「今や過去のしがら

た余生を捧げたいと存ずる次第で

日に新たに

みを捨て原点に立ち戻って、新た

な信仰の歩みを始めたいと思いま

す……遅ればせながら皆様と相携

鈴木康さんは５月９日に天に召

す」との一文を残しています。

えて、主のみ栄えのために残され

の最期は映画より素敵でした。苦

されました。 日に 歳の誕生日

りする日々を過ごしました。祖母
しむことなく、家族で見守ること

いなくて信仰のない日々でした。

しました。家族にクリスチャンが

は心細い気持ちもありましたが、

した日は私の誕生日でした。最初

経堂北教会の礼拝に初めて出席

度もお邪魔しました。書斎には、

公園のほとりにあった社宅に何

んお世話になりました。井の頭

青年時代、鈴木御夫妻にはたいへ

母教会の相愛教会（三鷹市）で

て従うように御国への道を開いて

鈴木さんを捕らえ、生涯をかけ

うことになります。

に新たに、又日に新たなり」とい

なら、
「まことに日に新たに、日々

である中国古典の『大学』による

鈴木さんのもう一つの座右の銘

両親と祖母が受洗した後、祖母

どの教会の礼拝でも信じる神様と

１９５６年の南極観測遠征に鈴木

くださった主イエス・キリストに

を迎える直前のことでした。

が危篤になりました。知らせを

聖書は同じであると思いました。

さんが加わった際、乗船した宗谷

よって、
終わりの日の復活を信じ、

ができて祖母も私たちも幸せでし

聞いて乗った電車に兄がいまし

ふとした瞬間に反省や気づきや良

の写真が飾ってありました。

た。

た。タクシーで駆けつけた父と病

い案が浮かぶことがありまして、

永遠の命に生きました。キリスト

院の玄関で一緒になり、３人で引

によって罪と死に対する勝利をた

聖霊が働きかけているのを感じて

陸軍幼年学校で同期生だった大

き寄せられるように病室へ向かい

していただいて、鈴木さんは御国

まわり、キリストのものと確かに
右の銘でした。

へと旅立ちました。愛唱讃美歌Ⅱ

木英夫先生から教えられたという
日々ですが、毎朝生きていること

「神よ、変えることのできるも

ニーバーの祈りは、鈴木さんの座

てくださいました。心肺停止から

に感謝して少しでも用いられる人

２１９番の３節の歌詞、
「伝えよ、

至らぬ点が多くて修業している

います。

医師の懸命な心臓マッサージのお

のについて、それを変えるだけの

その福音を、ひろめよ、きよきみ

おとずれ

になりたいと思っています。

勇気をわれらに与えたまえ。変え

わざを、たたえよ、こえのかぎり」

これからどうぞよろしくお願い

ることのできないものについて

の通りの御生涯でした。

いたします。

は、それを受けいれるだけの冷静

りました。両親と祖母が馬場先生
をきっかけに受洗したことを思い

さを与えたまえ。そして、変える

（岸 俊彦）

出しました。祖母の驚異的な回復

なでお祈りして祖母にパワーを送

かげで息を吹き返しました。みん

の近くにいらして、母のそばにい

ました。馬場泰子先生が偶然病院

に通ったり、小学生の頃に経堂北

私はキリスト教の幼稚園と大学

故・
鈴木 康兄
90

仲山亜砂奈
教会のサマーキャンプに１回参加

15
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伝道師の書き込み

６月 日から 日まで、お時間
14

ずいぶん確保されていたのに驚き

体の半分ほど。むしろ自由時間が

の時は意外に短く、プログラム全

驚いたことをもうひとつ。学び

私のなけなしの社交的な意欲は失

されないと、１日目の終わりには

も知らない人と一緒で気疲れは癒

の私には実にしんどい。寝泊まり

しかしこの和気藹々が人見知り

と思わされながら帰途につきまし

ず、これも大事なことなんだな、

の関係を放り出すわけにもいか

ことを思うと、そうそう教師同士

トワークが教師に依る所が大きい

でしょう。実際的に教会間のネッ

少ないためにできないことは多い

間でした。社交的な人って本当に

ました。神学生時代に先輩から噂

われておりました。神学校の同

た。

担う教団の教師」と掲げられてい

ョンに出席させていただきまし

を聞いてはいたのですが、まさか

級生たちが夜遅くまで語らう中、

教区議長としての仕事も続いて

の海を見下ろす高台にあるホテル

た。これは教団の新任教師が伝道

「交わりの時」などという時間が

早々に自分の寝床に引き返す３日

います。
第１回常置委員会が済み、

すごい、と痛感しました。

師である間に、つまり３年の内に

設定されているとは夢にも思いま

年間テーマで掲げた「共に祈り、

委員会が組織され、活動が始まり

ましたが、この会を通じて新たな

１度は行くように、とされている

せんでした。主題が「伝道を共に

伝え、献げよう」は、教会総会で

ました。教師辞任と招聘など、教

は、新任教師オリエンテーション

会です。
今年は諸事情で前年・前々

けるか。もう一つは積立金をいか

説明したように教団伝道推進基本

区で扱う教務もようやく一段落し

ただ、伝道が各個教会だけでな

年に参加できなかった方も含め、

に運用するか。後者はかなり専

方針からとっています。この基本

ました。会計の処理も日常的にあ

教師間の関係を作ろうという意識

新任の教師 人が集まる会となり

門的なのでほとんど静聴していま

方針を具体的にどのように展開す

ります。３人の教区事務職員が毎

という字面の堅さに似つかわしく

ました。ハートピア熱海という温

す。今時、リスクなしで１～２％

るか、その協議が続いています。

日よく働いてくれます。これに社

く、共に担わなければならない時

泉旅館が会場でした。窓から熱海

の利益を生むなんて考えられませ

７月８日、９日に行われる教団常

会保険事務、教会との連絡が加わ

もあるのかな、と感じました。終

６月後半から７月前半まで、教

ん。教会の基金を預けられたらと

議員会に議案を提案するためで

ります。教区三役はいつでも代わ

ない、なんだか小綺麗な場所で、

団の会議が続きます。１週間で同

思います。日常の業務としては掛

す。まず議案を可決しなければな

れますが、
事務職員は不可能です。

代なのは確か。十数人の教会では

じ弁当を３回食べました。さすが

金の徴収と年金の給付です。教会

りませんが、次にそれが全教会で

出かける毎日、教会の留守番を

始和やかで和気藹々とした会とい

に朝昼晩ではありません。
昼２回、

と比べ莫大なお金が動きます。注

実行されなければ何にもなりませ

引き受けてくれる狩野進之佑伝道

ちょっと驚きました。

一つは教団年金局理事会に関わ

意深い３人の職員が担当していま

ん。教会の年間テーマも、議案が

どんなにやりたくても、働き手が

るもの。信徒の方がほとんどその

す。隠退教師やその家族からの相

可決されたら、その議案に応じて

う印象でした。

働きを担ってくださっています。

談や、時に人捜しまでします。

たちの教会が既に行っているよう

夜１回です。

34

に、いかに献金に協力していただ

員会に関わるもの。経堂北教会の

もう一つは教団伝道対策検討委

具体的な展開ができるでしょう。

師に助けられています。
（岸 俊彦）

（狩野進之佑）

その目的は二つです。一つは、私

を頂いて新任教師オリエンテーシ

10

思いなどを伺い、転入会を承認し

し、一人ひとりに転会についての

ェナント教会からの薦書を確認

を行いました。転会を認めるカヴ

場泰子さんの５名の転入会の承認

仲山かおりさん、馬場茂さん、馬

えたことで、その分をしっかり献

今年度から狩野進之佑伝道師を迎

し合われました。
会計については、

教会バザーなどの予定について話

告、教会初夏の集い、振起日礼拝、

員などの消息の報告や、会計の報

また、長老会では、牧師から会

れたことに感謝です。

思いました。新しい仲間を迎えら

ことが大切なことであると改めて

憲教規に従って教会を支えていく

神様への信仰とともに、教団の教

になりました。様々な教会の行事

今年度、私は伝道委員会の担当

ればと改めて思いました。

容を意識して司式をしていかなけ

ことを教えられました。祈りの内

ないように祈ることが必要である

四つを区別して、司式者は重なら

りなしの祈り」
「奉献と祈り」の

「聖霊の照らしを求める祈り」
「と

した。岸牧師から、
「開式の祈り」

的に成文祈祷であることを学びま

あること、カトリックでは、基本

る中で、教団は自由祈祷が基本で

合いたいものです。 （大友太郎）

ください。また、お互いに気遣い

ゃるかと思います。どうぞご自愛

境についていかない方もいらっし

入りになり、心身共になかなか環

さて、異常に暑い春から、梅雨

今年度も宜しくお願いします。

種を蒔いていきたいと思います。

自分も身近なところから、伝道の

むことが大切であると思います。

中でできる伝道を意識して取り組

時に、一人ひとりが日々の生活の

組んで参りたいと思います。と同

に、伝道委員の方々とともに取り

６月の長老会では、はじめに、

ました。教団外から来られる時に

金で支えていく必要が話されまし

でしっかり伝道していけるよう

仲山亜砂奈さん、仲山孝樹さん、

は「転入会」
、教団から来られる

た。いろいろなことが話し合われ
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場合には「転会」というのですが、

▽新しい仲間も増え、伝道にも励みましょう。
（沢田）

（8）
光
栄
2019 年 7 月号

