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なぜ私は誰からも見捨てられなけ

頃から仲が悪い。
望みは絶たれた。

見るとサマリア人。
「彼らとは日

目の人がやって来た。でも、よく

しかないのか」
。ところが、３人

った。
「私は、このまま死を待つ

さないように」
。そんな言葉に似

きなさい。あなたは、もう罪を犯

赦しの言葉にも見えてきます。「行

も、この主の言葉は、ある意味、

できないとは言わせない。それで

うにしなさい」
。厳しい言葉です。

ます。
「行って、あなたも同じよ

とえ話を聞かせ、イエス様は迫り

ところが、問答は終わらない。た

隣人を自分のように愛しなさい」
。

である主を愛しなさい 」
。
「 また

ことができました。
「あなたの神

する。神が望む正しい答えを言う

神の掟を学び、それを生きようと

のは律法学者でした。律法学者は

このイエス様の話を、直接聞く

が、あなたの隣人になろう」
。

たを憐れに思う。だから、わたし

内が疼くほどに見捨てられたあな

いる、人間になったから。
「腹の

どんなに痛ましいことか。知って

います。
人間として生きることが、

死んだ。だからイエス様は知って

半殺しの人と同じことを味わって

去った。誰からも見捨てられた。

を剥ぎ取られ、弟子たちすら立ち

字架につけて殺した。着ていた服

なられた。このイエスを人間は十

を。イエスは神でありながら人と

暴力をイエス自身が味わったこと

しましょう。実は、この理不尽な

で私たちキリスト者は、思い起こ
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ムからエリコへ下って行く途中
…」とある場所ではないのです。
エルサレム、特別な礼拝をする場
所。そこからエリコへ下る道と言
えば礼拝を捧げた後の道です。イ
エス様は、わざわざ場所を特定さ
れました。私たちが礼拝を捧げて
生活の場に送り出される道で起こ
ることとして。
たとえ話の中に入りましょう。
ある人が追い剥ぎに襲われ半殺し
に。すると人がやってくる。
「祭
司だ。神殿の礼拝を司る立派な
人だ。祭司なら助けてくれるだ
ろう」
。そう、目で追いかけるが、
わざわざ通りの反対側に渡って去
っていく。次にやってきたレビ人
も同じ。通りの反対側に渡って去

図書委員会だより
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岸俊彦牧師……６

ビ人。彼にとってエルサレムでの

きなくなるのです。もう１人、レ

この人が死んだら自分の仕事がで

れてはいけない。
助けようとして、

たら面倒なことが起こる。そんな

れに思ったのです。この人を助け

様が、そうさせたのです。主は憐

りません。この物語を語るイエス

やレビ人と違ったのか。他でもあ

では、サマリア人は、なぜ祭司

きです。さあ、悲惨な世にキリス

げる者です。今は憐みから動くと

先駆けて主に見出され、礼拝を捧

にも邪魔されない。私たちは世に

信仰を与えられました。それは誰

私たちは主に愛され、主を愛する

す。しかし、
恐れないでください。

の道はまだまだ危険でいっぱいで

私たちは礼拝を捧げ、生活の場

仕事はハレの舞台。死体に触れて

計算をしません。なんとも腹の内

ト者の声を響かせましょう。
「わ

に遣わされます。それはエルサレ

ケガレたら、せっかくの名誉に傷

がズキズキと痛む。そのことに身

ています。主は言われるのです。

がつきます。彼らは生活を理由に

をまかせた。この物語を語るの

「あなたは本当に御言葉を生きな

目の前の人を見捨てたのです。し

さて、通り過ぎた祭司にも言い

かし、本来、神が望まれているこ

たしがあなたの隣人になろう」
。
とは何であったでしょうか。

は主イエスその人なのです。そこ

ムからエリコへ下る道と同じ。こ

長老のファイル…8

さい」と。

牧師の書斎から…7

分がありました。当時、神殿の祭

伝道師の書き込み…7

司には掟がありました。死体に触

ればいけないのか」
。

片岡賢蔵
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このコロナ禍で
仕事がリモートワークになり、授業もオンラインで、会議もパソコンを介して、
ということがもはや日常になった、という人もいるのでは。

するとやっぱり何かが足りない…。それでも、
「こんな発見があったよ」「見直してみたよ」
「変えてみたよ」など、前向きに考えたこともあったと思います。

何年後か、何十年後にこの『栄光』を見つけた時「そうかあ、あの時は…」といって
共に困難を乗り越えたことを喜び合いたいですね。

デリバリー

コロナ禍で考えたこと

多々ありました。いえ、沢山あり

ました。今まで言わずに済んでき

たことや、言わなくてはいけない

のに言えなかったことが露呈した

から大変です。それでも、家族と

我が家の子どもたち４人は卒業と

が発動されました。
そしてその時、

２０２０年４月、緊急事態宣言

ようで、私には甘美な時間でさえ

子どもたちが幼かった頃に戻った

片付けは大変ではありましたが、

いものでした。三度の食事作りや

いう安心感は何物にも代えられな

いう節目を迎えておりました。す

高校を卒業する次女と小学校を卒

暮らしが始まりました。そして、

共に辞令がおりて引っ越し、一人

ート研修から始まり、その解除と

た。同じく、長女も自宅でのリモ

暮らしを始めることになりまし

な情報までも共有する場面もあ

の、不必要なことも多く、個人的

ことで、手軽で便利ではあるもの

報交換や意思疎通はスマホを使う

した。複数のコミュニティとの情

ていたのではないかということで

数年、人間関係が過剰に密になっ

そんな中で感じたことは、この

ありました。

業する三男も流されるまま、次の

り、相当な時間を割きます。家族

実際にはそれらの不安にストレス

ここにも、ソーシャルディスタン

間を使うことになっていました。

とのコミュニケーションよりも時

をあまり感じずに済んだように思

スが必要であると感じました。

があったり、ゴタゴタする場面も

んだり言葉の使い方からの誤解

い時間の共有は、時には摩擦を生

だと思いました。今までにない長

タバタな時間が解消してくれたの

います。それは、家族と過ごすド

不安材料は沢山あったものの、

ステージに立たされました。

入社式もないまま自宅待機の一人

でに転居が決まっていた長男は、

小池 香
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このコロナ禍で考えたこと
常に知人や徒兄らと共に暮らし
た体験から、結婚後も両親や姪、
将棋の弟子とも同居した昭和から
平成初期でした。
自由で個性的な校風の学生時

く確定し、計画をこなすため慌た

だしい夏を過ごした。

新型コロナがまだ対岸の火事で

ンラインクラスとなり、対面での

恵み

仕事優先となると、私事は静か

にせざるを得ない。４月以降外食

は数える程しかせず、大好きな旅

青春期に将棋に夢中になり、女

行も控えている。趣味のヨガはオ

「天国の外交官」恵心流キリス

えていないし、祝いの席は全て延

買い物が好きなのにネットで買う

め先の銀行が早々に飲み会自粛を

期となった。

ようになった。友人とは長らく会

その将棋が縁で結婚し、家庭に

指示したからである。２月、世間

あった１月、年明けに異動となっ

入り、安定した生活と子宝に恵ま

よりも早く、毎日の検温、マスク

数々の対策が必要で、対策しても

た私の歓迎会は中止となった。勤

れ、応援してくれる夫の存在が大

着用、
手指の消毒の徹底が始まり、

罹患する可能性はあるのだが、職

性が将棋を指すのはめずらしく、

今、変化のある生活様式を受け

きく、将棋の大会などで優勝した

会社が毎日マスクを支給するよう

業柄この局面を乗り越えなければ

親善試合などでモテモテ。

入れて、いかに過ごすのかを求め

実績から、女流棋士のアマチュア

になった。３月、会社の方針で旅

ならないという緊張感が勝った。

創立 周年の時に受洗して、今日

ていく必要があります。新型コロ

からプロとしてスタートしまし

行も外食も自粛となり、出勤者を

に至っています。

ナウイルスに負けず、当たり前の

た。将棋のイベント、講師など普

く、喜び、感謝のある生き方が出

し、免疫力を維持しながら、楽し

時間のゆとりのスペースを大切に

それぞれの出会いと別れを持

自由に好きなことをして――。

旅行、登山などを楽しみ、詩吟も、

沢法人会の役員。
スポーツクラブ、

将棋以外に、
地域の住民運動、
北

なると出勤必須。ガラガラの地下

は止められない上に、責任者とも

は外国為替資金決済。お金の動き

同様の方針となったが、私の担当

まれる状況となった４月。会社も

間が在宅勤務や自宅待機に追い込

そして、緊急事態宣言により世

況を忘れさせてくれる。また、会

の言葉に耳を傾ける時間はこの状

で、礼拝を守ることができる。主

またはありがたいことにネット

うことは変わらない。リアルで、

活だが、主を見上げて歩む、とい

も距離を取るなど、制限の多い生

ということが大きかった。身内と

ただ、
不思議と怖くは無かった。

日常生活が平穏に送れますように

そして何より、
キリスト者である、

太平洋戦争中の２月に誕生した

ち、
平成から令和へと時は流れて、

鉄に揺られて出勤する日々が続い

えなくても兄弟姉妹のことを覚え

祈る日々です。

私は、幼少時身体が弱く、小学校

老いと体力の衰えを真に感じて

た。さすがに６月からは週１回の

やりたいことを吟味して、心と

入学も１年遅れのスタートでした。

――。

木、広い庭に池など自然豊かな田

今なお、
一期一会を大切に。
日々

社の年間業務計画は７月にようや

る仕事を増やすのに苦心した。会

在宅勤務になったが、在宅で出来

私を強くしたのだと思う。

の恵みの内にあることが、とても

て祈り、愛することができる。こ

来たらと思います。

戦後、周囲は畑や牧場もあり、樹
園風景の環境で、のんびり過ごし

新たに、自由が与えられ、生かさ
てきました。

れています幸に感謝です。

て、きっぱり離れています。

減らす議論が始まった。

ト教の小西芳之助牧師など、たく

代。あこがれの丸の内勤めも。

知子
原

さんの出会いがあり、経堂北教会

えしん

多田佳子

及活動もしてきました。が引退し

50
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再開した学校生活の中で
休校中に衰えた体に沁みる」
。
「今
日５ヶ月振りの部活。久々の練習
着で足がスースー。準備・片付け
など以前は何も考えずにできてい
たことも『あれ？』となることが

コロナ禍で考えたこと

が心地よい。
生き返った気がする。

自然は神の息吹を感じさせてくれ

る。主を仰ぎ、祈ることができる

幸いを思う。喜んでいよう。

こんなこともあった。幼友達か

授業はだいぶ疲れるけれど、楽し

誌からの抜粋。――「久しぶりの

た。以下は生徒が記したクラス日

り、下旬からは通常授業が再開し

６月初旬から分散登校が始ま

何か、考えさせられた。

が今あきらめてはいけないことは

バーの祈り」を思いつつ、私たち

を識別する知恵を神に祈る「ニー

とのできるものとできないものと

のを受け入れる冷静さ、変えるこ

る勇気、変えることのできないも

変えることができるものを変え

ど、
多くの「あきらめ」があった。

学旅行も延期の末、中止となるな

合は中止、担任している中３の修

儀なくされた。クラブの公演や試

り、数々の行事が延期や中止を余

昨年度末に勤務先が休校とな

互いに刺激し合い、成長してい

見つけられる生き方がしたい」
。

た。自分が生かされている意味を

生かされていることを改めて思っ

の中で、天地を創造された神様に

世記を読み、前例のないこの状況

見ようと思う」
。
「今朝の礼拝で創

るようにボーッとしないで周りを

周りにどんな問題があるか気づけ

ことができると思うので、まずは

を少しでも良い方向に変えていく

気づく力と行動力があれば、社会

く、様々なことに目を向けたい。

一つのことばかりを見るのではな

も環境問題は悪化し続けている。

ればかり気にしていたが、この間

ロナ関連のニュースが多く私もそ

原点に戻れたような気がする」
。
「コ

ルに触れることがすごく楽しい。

飛んでいってしまった。でもボー

気持ちの上でも、体力維持の上

をすっきり過ごしたいと思う。こ

て家を整理し、これから先の人生

を負担してもらおう。断捨離をし

ればと思った。夫にもう少し家事

の在り方、生活の仕方を変えなけ

分で過ごせるようにしたい。夫婦

うだとしたら、もう少し楽しい気

が老後の生活なのだろうか？ そ

になる。ストレスがたまる。これ

二人でずっと狭い家で過ごすこと

事作りで密になるので、
休止状態。

もお休み。私のボランティアも食

となり、会合も中止、趣味の合唱

研修はオンライン、手続きは郵送

に、まだ少し仕事をしているが、

を続けている。夫は自宅を事務所

私たち夫婦は、今も外出自粛生活

増加し、後期高齢者で持病ありの

ここ厚木では８月以降感染者が

活も進めつつ、導きと祝福を祈っ

これから晩年へ、皆の中で、終

られた。嬉しく感謝だ。ご交誼に

数々のメールにも励まされ、慰め

わせる。繋がっていると感じる。

書きのカードも届く。祈りを合

デヤ会委員をした方々から、寄せ

問安の便りや、かつてご一緒にル

できないが、ライブ配信で与り、

も触発されてきた。礼拝にも出席

に涙が出る。彼女の行動力にいつ

の写真が送られてきた。長い交流

をしたからと、若かりし頃の二人

短大時代の友人からは写真の整理

夢中で遊んだ思い出が蘇る。また

ていてくださったものだ。三人で

た小さな花壇の名前だ。よく覚え

をとって名付けた庭の片隅に作っ

く。 Pomiya garden
の名入りの
ラベル付き。友と姉と私の頭文字

期間に作ったというジャムが届

ら、庭になったスモモで、在宅

い」
。「休校中に幅を広げた趣味と、

く生徒たちから多くのことを教え

でも、散歩の時間が一層大切にな

て、喜んで感謝して歩もう。

支えられていること再認識する。

やるべき事と、睡眠時間のバラン

られる日々。一日一日を丁寧に過

った。外に出る。風が、木々の緑

の時を益としよう。

ス調整に苦心している」
。
「体育の

ごしたいと思う。

多くある。ボール感覚はどこかに

昭子
森

授業は念入りなストレッチから。

松井光子
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みを考慮して解除されましたが、
感染者の数は一進一退です。年末

危機感も大きいのでは？」と、コ

ロナという見えない禍に臆せず何

密集、密接、密閉に注意して

図書委員会だより

今年度に入り初めての委員会を

……安心して集まれる会場は？

礼拝委員会だより

染者数は減りません。以前のよう

９月 日に行いました。総勢５名

とか出来ないかと考えたのです。

今年の１月末頃、中国で新しい
な生活を取り戻すことはできませ

まであと２ヶ月となった今でも感
感染症が流行しているとニュース
ウイルスが入り込む場所ははっき

で知った時は、日本は島国なので
する方法が判ってきました。①人

んが、感染拡大を抑えて共に生活

た貴重な書物あふれる書庫を教

教会の歴史のうちに積み上げられ

の小さな委員会です。でも経堂北

されました。そして、茶話会の講

礼拝後すぐ集まれる礼拝堂案が出

教会で一番広い所は？ と考え、

願いすることとしました。ただ大

師には岸先生案が出され（昨年度

と、その使命は大きいと自負する

変お忙しくされている先生だけに

会の宝として守る！、そして教

礼 拝 を 毎 週 行 え ま す よ う に。

委員会なのです。コロナ禍で５ヶ

難しいのではと皆思いつつ……さ

と人との距離を保つ、②人の密集

人々が礼拝に集うことが出来ます

月ぶりに、このいただいた使命を

てどうなりますか？ 委員会後、

を作らない、③閉ざされた空間の

ように。そのために礼拝に集う者

今年度どのように果たしたらとこ

即ご相談したところ、
会場は１階、

りしている、だから水際で止める

が守るべきことは、①体調の悪い

の日、話し合いました。

講師の件はまだ先なので一考して

ことが出来る、
と思っていました。

しかし、あれよあれよという間

時は無理をせず自宅で静養する、

まず毎年のメイン活動でもある

くださることになり、実現の方向

のアンケートでも希望が出てい

に感染は拡大し、ウイルスはいつ

②マスクを着けて出席する、③教

分かち合いとしての茶話会をどう

へ１歩進み、２月の３週目を予定

会員の皆様にこの蔵書の恵みを

の間にか日本に入り込んでいまし

会に入ったらまず手を消毒する、

するか？ 老いも若きも本という

換気を心掛ける、④手洗い・消毒

た。そして、ついには緊急事態宣

④人との距離を空けて座る、⑤密

としました。コロナウイルスから

もし日本にウイルスが入り込んで

言が出され、外食、外出、集会の

誰もが幼い日より出会いを持つ話

守られて良き交わりの時となると

た）この特別な思いで行う会にお

自粛が要請されました。私もアル

集しない、⑥建物内は時々窓を開

題なので、気軽なおしゃべり会と

信じ祈りつつ準備してまいります

伝え、分かち合えるようにする！

バイト先より、４人以上集まる集

けて換気を行う、⑦水分補給の飲

して続いてきました。教会員同士

ので、皆様お楽しみに！

で清潔を保つ、です。

会には出席しないようにと指示が

み物は各自が持参する、⑧教会内

の交わりとして貴重だという意見

は今まで通りの日常生活が戻って

ありました。礼拝への出席を止め

での飲食は避ける、以上です。

えると、自宅で礼拝を守るべきだ

し、家族や職場に掛ける迷惑を考

せんでした。でも、もし私が感染

がとうございます。愛する人を守

く協力してくださいました。あり

教会に集う皆様は今まで実によ

染予防を考えるのなら、人が集ま

一致しました。コロナウイルス感

今年は１回実施することで委員皆

が多く出され、毎年２回のところ

「こんな本を入れて！」等の声も

本の並び替えなども考えています。

だく好機と、読みたくなるように

員の皆様に教会図書にふれていた

また外出が難しいこの時、教会

お待ちしています。 （千葉一恵）

る事は避けようと茶話会中止の決

断が妥当ですが、
「交わりのない

るため、自分自身を守るために今

その後、緊急事態宣言は感染が

まいりましょう。 （鈴木こづえ）

まで通り今後も注意して過ごして
少し収まったのと、経済の落ち込

と考えました。

くると思っていました。

られたようで心は平静ではありま

も数ヶ月の流行で収まり、その後

20

きかけました（１ペトロ１ ･ ）
。
天地創造の前から神の豊かな憐れ

におられるキリストの霊が」働

預言者たちには、
「自分たちの内

ちは探求し、
注意深く調べました。

私たちの救いについて、預言者た

によってキリストと一つにされた

ある」
（竹森満佐一『講解説教ペ

と、キリストから出ていることで

で、これは、キリストに対するこ

生かされるということが言えるの

仰と望みと愛というものによって

「われわれ信仰者の生活も、信

たちに明らかにされました。計り

キリストの苦難と栄光によって私

す。命の救いです。この救いは、

たち一人一人の丸ごとの救いで

分けての救いではありません。私

（１ ９
･ ）を受けることです。
「魂の救い」とは人を肉と魂に

の信仰の実りとしての
「魂の救い」

することです。これこそ、私たち

主イエス・キリストを望み、希望

ス・キリストを愛することです。

リストを信じることです。主イエ

仰の究極の目標は、主イエス・キ

ストを信じています。私たちの信

ことはできません。しかし、キリ

来てくださるキリストをまだ見る

の救い主イエス・キリストです。

ロマ

。
･～ ）
良い知らせ、福音こそ、私たち

と預言者は語りました（

り、
良い知らせを伝える者の足は」

かに美しいことか。山々を行き巡

力を帯びて来られる 」
（
９
･、
）との預言が実現します。
「い

います。
「見よ、主なる神。彼は

身が預言者を通して語ってくださ

共にいてくださることを、神ご自

す。
「見よ、ここにいる」と神が

し、立ち上がらせてくださいま

神の民に、神自らが語りかけ、促

先が見通せない苦難の中にある

よ、わが民を」
（
１
･ ）と新し
い使命が与えられたのです。

ザヤ
･ ）との神の御声を聞
きました。同時に「慰めよ、慰め

ついに「目覚めよ、
目覚めよ」
（イ

神の言葉を待ちました。そして、

なかなか語りだしてくださらない

ぶさに調べました。沈黙を守って

のとしていただいています。この

います。私たちは、すでに主のも

みによって私たちはすでに与って

て始まるのです」
（ロマ
。
･）
キリストの福音が語られるとこ

キリストの言葉を聞くことによっ

信仰は聞くことにより、しかも、

音を伝え続けてきました。
「実に、

す。教会はキリストの救い＝福

ちも見たいと願っていた救いで

このキリストの救いは、天使た

上がることができます。

て、主の力をまとって、キリスト

います。キリストを信じてこそ、

にこそ、私たちの救いがかかって

目覚めることです。このキリスト

て、キリストの苦難とその栄光に

『天使も願う救い』

みが用意され、今やキリストにお

知れない神の憐れみと恵みが、世

私たちは、預言者たちが見たいと

ことを心から感謝し、喜びましょ

テロの第一の手紙』
）
。
信・望・愛（１コリント 章）

を着て、困難と嘆きの中から立ち

ろ、キリストの霊が働いてくださ

います。

預言者たちが探し求め、天使た

ちが見たいと願ったキリストの救

キリストを私たちは見たことが

きました。終わりの見えない苦難

ビロン捕囚という苦難の時代を生

預言者たちは、王国の滅亡、バ

とってはキリストの救いに目覚め

預言者が語ったことは、私たちに

です。
「目覚めよ、目覚めよ」と

ましょう。

主を愛しましょう。主を待ち望み

れて、
ますます主を信じましょう。

う。主をほめたたえ、聖霊に導か

いに、何の幸いか、いや、神の恵

ありません。しかし、キリストを

ることです。キリストの霊によっ

７
･、

私たちは目覚めて、奮い立たされ

いて私たちに注がれています。私

界の片隅に生きる私たちに、信仰

望んだ救いを見ることができるの

12

イザヤ書 章７節～ 節
ペトロの手紙一１章３節～ 節

たちはキリストの霊の働きによ

の小さい者に注がれています。

17

岸 俊彦

り、神の力を注がれて、新しい命

10

10

の時代だからこそ熱心に尋ね、つ

を生きています。

40

52

40

教
説

愛しています。終わりの日に再び

17

17

15

51

10

10

52

13

11
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でいる。ただならぬ雰囲気の中で

時間はいつもどおりきちんと進ん

さくて止まったようであるのに、

しますが。生活の方では変化が小

憶がないと言った方が正しい気が

ても、とっかかりになるような記

も、今年のことを振り返ろうとし

早いように感じます。というより

じ学び舎に居たのは２年間だけ、

入学式でしたが。
）もっとも、同

います。
（私にとっては２度目の

片岡神学生とは同じ年に入学して

行うことが出来ました。実は私、

が、片岡賢蔵神学生を招き、無事

ません。礼拝のみとはなりました

の神学校日があったからかもしれ

そう感じるのはもう一つ、先月

ように感じます。

りも何倍も早く時間が過ぎている

きってしまったこの頃は、去年よ

のでしたが、変化した生活に慣れ

言えば当然なのですが。

から、感覚が合わないのは当然と

生のほぼ３分の１が神学生でした

すし、卒業時点の私にとっては人

学生より二倍の８年間かけていま

もそも私の場合は卒業まで片岡神

ら？」と驚いてしまいました。そ

すぐに卒業するものだったのかし

したから、
「神学校ってそんなに

のは実に長いものだったと感じま

業まで、私は神学校生活というも

度でしょうけれども。入学から卒

いに久しぶりに見る顔といった程

を合わせることもないので、お互

で使って、 人は距離をとって座

使いたいものです。
（狩野進之佑）

頂いた余裕をきちんと切り取って

変な心配をかけぬよう、せっかく

あと１年を切ってしまいました。

むので、教団の正教師試験ももう

りしています。時間はしっかり進

り、気を逸らして別のことをした

ときはぼんやりと勉強をしてみた

のですけれども……。余裕がある

り余裕を持って過ごせては居ない

時間の使い方が下手くそで、あま

余裕が増えています。もっとも、

がしていますが、実際には時間の

時間は早く進んでいるような気

伝道師の書き込み

過ごしていた３月、４月ごろは時

それも学年が違って授業などで顔

族に案内しました。

今年はいつもより時間の進みが

間の進みがずいぶん長く感じたも

いずれの教会、団体も財政的には
厳しいことでしょう。少しでも助
けになればと思います。

信は午前が 人、午後が 人でし

全体の４分の３でした。出席の返

締切日までに返信があったのは

なっているのでしょう

を手にしている当日、実際はどう

ることができます。この『栄光』

た。昨年出席の返信は 人でした

召天者記念礼拝は午前、午後と
２度行うことにしました。初めて

例年 月はバザーと召天者記念
礼拝の準備でてんてこ舞いでし

ところの出席者は 人です。これ

召天者遺族以外の教会員のこの

回は宛先不明で戻ってきた案内は

くださった方もいます。幸い、今

のための指定献金をお願いしまし

充てられていましたが、今年はそ

バザー収益は従来、対外援助に

の遺族をまた半分に分けて案内し

午前と午後に分けて案内し、残り

た。そして例年出席される遺族を

い遺族への案内は行いませんでし

出席してもかまいません。

いでしょう。午前、午後どちらに

出席者は最大でも 人にはならな

席をお願いします。教会員以外の

越え、久しぶりに出席しますとの

した。母召天後 年、母の年齢を

病気のため欠席との返信もありま

なったので今後の連絡は不要とか、

40

た。昨年のバザー献金の倍額が献

ありませんでした。しかし、亡く

会員を含む）に案内しています。

てくださった方、近況をお知らせ

出席出来ないのでと献金を送っ

!?

われるはずの教団総会も中止とな

と思案しました。
例年 の遺族
（教

100

も 音順で午前、午後に分けて出

182
今年はこの内、この５年返信のな

止、加えて 月末に２泊３日で行

から昨年比 ％です。

60
のことなので、どう分けたものか

57
ました。結局午前、午後とも 遺

50

げられています。
嬉しいことです。

10

220

64

りました。
実に静かな 月でした。

10

た。今年はコロナ禍でバザーは中

10

92

礼拝堂は地階からギャラリーま

返信もありました。 （岸 俊彦）

20

20
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計は献金がほぼ予算に近く献げら

例年お献げしているところに今年

販売のみ行うことになりました。

方々も登場していました。ミュー

子どもたち、懐かしい伝道師の

コロナ禍で孤独、不安、困難の

ジカルに参加した子どもたちの心

クリスマス礼拝後の愛餐会・祝

中にある方々の上に、聖霊が豊か

もお送りできるように、製作品の

新型コロナウイルス対応につい

会は中止と決まりました。ＣＳで

に働いて、励ましとお支えがあり

れていること、支出が抑えられて

ては、配餐のやり方をなお工夫す

はパウロの伝道旅行とパウロの名

ますように。

いるので賄えていること、などが
拝に説教を担当された片岡賢蔵神
ること、献金籠のまわし方などの

言集の動画を計画するとのこと。

にクリスマスの喜びはどのように

学生も陪席され、行われました。
確認をし、召天者記念礼拝は、現

これは２００３年に上演された演

購入、バザー献金へのご協力をよ

近況をお聞きし、各長老から感想
在決まっていること、各担当者、

目。そんなことからＤＶＤを久し

報告されました。

が出され、和やかな協議のひと時
更に検討することなどを確認しま

ぶりに見ました。賜物を生かした

月の長老会は、神学校日の礼

でした。
した。クリスマス礼拝、イブ礼拝

残っているでしょうか。

第２四半期を終えての会計報告

についても２回に分けて行う方向

ろしくお願いいたします。

では、まず出席者数の推移が報告

○クリスマス礼拝 12 月 20 日（日）
詳細は改めてお知らせします。

○クリスマス・イブ礼拝 12 月 24 日（木）
詳細は改めてお知らせします。

▽『栄光』を通して教会員の方の近況報告がうか
がえたのはとても嬉しいことでした。（沢田）

「栄 光」2020 年 11 月号
日本基督教団 経堂北教会
〒 156―0051 東京都世田谷区宮坂 3―21―11
電 話 ：03―3428―5029 / FAX：03―3428―5038
牧 師 ：岸 俊彦
伝道師：狩野進之佑
編 集 ：栄光編集委員会
Email ：kyodon@nifty.com
HP ：http://kyodokita.life.coocan.jp

（照内眞知子）

されました。２０２０年度に入っ

兄姉の活躍で毎年工夫した物語が

12 月 27 日（日）午前 10：15
○歳晩礼拝

12 月 13 日（日）午前 10：15
○聖餐礼拝
洗礼式

11 月 29 日（日）
○アドベント

繰り広げられていました。先生、

で検討を進めます。

○創立 83 周年記念礼拝
11 月 15 日（日）午前 10：15
説教 岸俊彦牧師

バザーは中止のため、製作品の

○合同礼拝・幼児祝福式
11 月 8 日（日）午前 10：15
説教 狩野進之佑伝道師

64

％、ライブ配信が平均 件。会
30

ての礼拝出席は平均 人、前年比

10
56
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