『信じて生きる』

活することは存じております」と

にしても、また御国に召された者

の徴を通して、今死に逝く者を前

ことを信じるか」
。絶望の中でも

マルタは答えました。
「あなたが

なおも望みを抱いて、私たちは信

を思い起こすにしても、たとえ、

マルタの本心はどこにあるので

じることができるでしょうか。奇

世に来られるはずの神の子、メシ

しょう。キリストとマリア、マル

跡を目の当たりにしたらキリスト

奇跡が起こらなくとも、
「わたし

タ、ラザロとは家族ぐるみで親し

アであるとわたしは信じておりま

くしていました。キリストをよく

を信じるのでしょうか。キリスト

は復活であり、命である……この

知っています。神の子、救い主と

が奇跡を起こしたら、神の子、救

す」とも言いました。

キリストに問われて、
「主よ、信

知っています。しかし、
救い主は、

い主と実証されるのでしょうか。

節～ 節

じます」と答えて、その方は生涯

故郷や家族には敬われません。親

キリスト御自身、死者の中から復

俊彦

を全うされました。

しい者こそキリストを本当には知

活されました。そのことさえ弟子

岸

「今年は母召天 周年です。母の

らないのです。キリストと共に活

･ ）と諭

は、親しくしていたベタニヤのラ

へと引き渡したいと思います。

を、私たちも引き継ぎ、次の世代

つないでくださる主を信じる信仰

地をつなぎ、過去、現在、未来を

何かを示すためです。願い通り重

呼ばず、徴と呼びます。私たちに

ザロは復活しました
（
。
･以下）
ヨハネは、この物語を奇跡とは

キリストの大声に目を覚まし、ラ

した。
「ラザロ、出て来なさい」
。

横たわったラザロを大声で呼びま

に涙を流し、憤りを覚え、墓穴に

ます。信じてこそ復活することが

ます。信じてこそ死ぬことができ

す。信じてこそ生きることができ

私たちに求めておられることで

じ、賛美するのです。キリストが

共にいてくださいます。絶望、不

ださいます。生きる時も死ぬ時も

てくださいます。私の中にいてく

キリストは死んだラザロのため

年齢を越えました。久しぶりに出

主の恵みは、昨日も今日も明日

ザロの死に際して、その姉妹マル

病の者が救われたらどんなに嬉し

信仰、無信仰に逆らって、主を信

どのような時も主が生きて働い

タに語られた言葉です。キリス

いでしょう。死者が復活したらど

も変わることはありません。天と

トは、
「あなたの兄弟は復活する」

ヨハネが伝えるキリストの言葉

と信じられないことを言われまし

できます。
（召天者記念礼拝説教）

されました。

たちは疑いました。復活のキリス

長老のファイル…8

動し、一緒に死んでもかまわない

牧師の書斎から…7

席します」と通信欄に書いてくだ

13

詩編 編２節～ 節
ヨハネによる福音書 章

「召天者記念礼拝ご案内」の返
信には色々な便りが寄せられま
す。毎年出席してくださった方か
ら、
「思いがけず難病となり、も
う経堂北教会には伺うことができ
ません。自宅で祈っています」と

幼児祝福式……６

トは疑う弟子たちに、
「見ないで

伝道師の書き込み…7

と言った弟子たちが、最後にキリ

青年会だより……6

27

さった方もおります。

23

んなに驚くでしょう。しかし、こ

29

いう便りがありました。創立１周
年（１９３８年）の時の集合写真
に写っていた少年の娘さんから、
「父は今年６月に亡くなりました」
との便りとともに略歴が送られて
きました。あの少年を、その生涯
の終わりまで、そして御国まで主
が支え、守り、導いてくださいま
した。
「わたしは復活であり、命
である。わたしを信じる者は、死
んでも生きる。生きていてわたし
を信じる者はだれも、決して死ぬ

召天者記念礼拝
報告……………５

信じる者は幸い」
（

説教……………1

ストを裏切り見捨てました。

特集・クリスマス、
どんなときも希望
の光……………2

11

た。
「終わりの日の復活の時に復

20

教
説

ことはない。
このことを信じるか」
26

11
28

30

。主イエス・
･、 ）
25

20
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（ヨハネ
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われますが、まさに至言であると

思います。苦しい時期に、己の人

生を振り返ってみる貴重な時間が

与えられました。僕が教会学校に

通っていた昭和 年代に、クリス

ている次第です。社会ではコロナ

した。１９６０年代に放映され

品を見直してみる好機がありま

最近ふと偶然に一つのＤＶＤ作

出されました。寛容な時代であっ

禍で行動が制限され、また個人的

来月はクリスマスなんだ」と改め

には２月に初めてうつ病に罹患し

たのです。

てしまい、
大変な年でありました。

い」という高慢な認識が打ち砕か

になった機会がおありになるかと

この日に見た作品タイトルは、

「病気は人に反省し己を振り返

こしたと、
猛省している現在です。

い不遜がこのような現実を引き起

る根拠のない自信と、神を恐れな

ように推定されます。自己に対す

心身の衰えが基底に存在している

推定されますが、高齢者となり、

での重い軋轢が主な原因であると

が、苦しく厄介な病気です。仕事

しょう。

は、万人にとって希望の日なので

いうお話です。やはりクリスマス

事実を受け入れ、再度歩みだすと

マスに希望を見出し、愛を知り、

負荷を負っている男女が、クリス

変化と葛藤を描いています。体に

しでは歩けない理学療法士の心の

た外科医と、小児麻痺のため杖な

というものです。話の
Morning”
大筋は、重い病に罹患してしまっ

“I’ll Be All Right on Christmas

る好機を与えてくれる」とよく言

る方もおられるかも知れません

に思われます。罹患した経験があ

謙虚になる機会を賦与されたよう

思います。

「うつ病などには自分はならな

た Ben Casey
というドラマです。
歳以上の方ですと、一度はご覧

て想起され、この原稿に向き合っ

ングをしてくださったことが思い

マスの晩に、家の近くでキャロリ

30

希望はクリスマスの朝に
植村泰三

月に入り慌ただしく、「そうか、
11

れ、再度自己の愚かさを確認でき、

60
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クリスマス、
どんなときも希望の光
今年はコロナ禍で

教会としてどのようにクリスマスを

お祝いしたらいいかを長老会で話し合っています。

でも、どんな困難な時代にも、いつもクリスマスはやってきて
私たちに光を照らしてくれました。

今、私たちにはどんな風景、景色が思い出されるでしょうか。
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杯で、クリスマスを意識する間も
なく過ごしていたものですから、

クリスマスの「匂い」

当時の私にはアメリカの匂い、た

ぶん米国宣教師のお土産。この匂

いを言い表すのは難しく残念です

が、私のクリスマスの匂い。

もう一つ忘れてならないのは燭

この原稿の提出期限日の２日後
でしたから、こうしてクリスマス

ていないことも大きな悩みの一つ

せず、毎日ただ祈ることしかでき

例えば、オーナメントを飾ったも

リスマスの記憶、それは「匂い」
。

私の脳みその奥に潜在するク

書の授業。教師（牧師）は「もう

記憶の中の匂いが。高校２年の聖

最後に不思議な、しかし大切な

特別なクリスマス
メールを見てハッとしました。大
切にしてきた大好きなクリスマス
を忘れてしまっていた、と。ここ

火礼拝が終わり、会場に漂う「ロ

に挙式の予定です。何という忙し

みの木の香しい匂い。毎年父が花

のところ、日曜日もゆっくり過ご

い時期の原稿依頼なのかと、目が
を楽しみに待つ時間や、教会につ

ーソクの消えた」匂い。

回りそうになりました。と言いま

への始まりだ。救い主は我々の原

すぐクリスマス。心も明るくなる

のオーナメントはボール紙に銀紙

罪を贖うためにお生まれになった」

屋さんから担いで来るもみの木。

大好きな経堂北教会のクリスマ

を貼った質素なもの。でも私には

と。聖書の授業は数学・物理とは

いて考える時間を与えられたこと

たものですから、多忙を極めてい

ス。会堂に響き渡る讃美歌。イエ

一年で一番楽しい時間。ツリー

違いなんとなく緩くワサワサし、

すのも、結婚式だけでなく、同時

るというわけです。仮暮らしの古

ス様がお生まれになったことを喜

を片付けるまで、学校から帰れば

が、キリストの誕生はすなわち磔

い一軒家で、引越の段ボールと共

び、皆で賛美する時に、聖霊で満

母、兄弟と飾り付けますが、当時

に過ごし始めて、もうすぐ２ヶ月

中には内職中の奴も。でもその時

暖房のない部屋で寒さに耐えなが

すが、どんなに疲れて帰っても、

く、戸惑いの中で過ごしておりま

例年通りとはいかないことが多

を運んでいます。仕事も今年度は

朝からハウスメーカーや役所に足

か、これから２人で話し合って決

リスマスです。どのように過ごす

今年は結婚して初めての特別なク

ごしたいです。また、
個人的にも、

るとポジティブに捉え、大切に過

歴史に残る特別なクリスマスであ

リスマスになることと思います。

一番好きな匂い」が。匂いの元は

出します。この箱の中には「私が

実のボール箱を押し入れから引き

めた、緑色のヒイラギと赤い木の

みの木が届けばオーナメントを納

の匂いはこれではありません。も

でも私が一番好きなクリスマス

マスと聞いてどのような「匂い」

るのです。さて皆さまは、クリス

加え大切な思い出の「匂い」があ

一年への活力。でも私にはこれに

プレゼントの交換。すべては次の

マスキャロル、
家族とのディナー、

クリスマス、燭火礼拝とクリス

かれた蒸気暖房の放熱器の匂い。

ない、今も）
」の文字と、窓際に置

は一瞬静まり、めったに板書しな

まず玄関の前の応接間の扉をひら

ら寝るだけの毎日です。

めようと思います。クリスマス礼

ボール紙に銀紙を貼ったお星さ

今年は、様々な制約の中でのク

たされる感覚があります。

仕事のこと、家のこと、結婚式・

ま。
「僕この匂い大好きなんだ」
「マ

を思い出しますか。

い牧師の「贖い（読めるけど書け

披露宴のことなど、忙しくて疲労

マも好きよ、これは村田の匂い」
。

く。そこにはもみの木のあの「匂

困憊寸前に岸先生からの原稿依

緒にお祝いできたら嬉しいです。

拝も YouTube
で配信されるので
しょうか？ 画面越しですが、一

い」
。クリスマスが来る！

頼。１日１日を終えることに精一

なければと、平日の夜と休日も、

が経ちます。１日も早く完成させ

は大きな救いとなりました。

加用真実

進行で家を建て替えることになっ

小田瑶恵

クリスマスの思い出
た。おばあちゃんは讃美歌を見な
方が歌い始めると、ちゃんと歌え

くても、最初の出だしさえ周りの

記憶は、僕たちよりずっと確かで

せん。特に今年は、我慢したこと

ことがあってもよいのかもしれま

の大イベントですから、そう思う

リスマスですが、一年締めくくり

ですし、これからもずっと続くク

数だけクリスマスは来ていたはず

ている方も多いはずです。年齢の

また、楽しまなくては、と思われ

ことのできるとても大切な活動で

クリスマスの喜びを一緒に味わう

く、
病気で行けない人にとっても、

普段教会に行かない人だけでな

ングという教会の外での活動は、

屋に戻っていきました。キャロリ

ことに感謝し、満足して自分の部

久しぶりに牧師先生と挨拶できた

スが無事迎えられたことに、また

てしまいますが、今年もクリスマ

私の目の前にお立ちになり

聖母マリア様が

私がそう気づくとき

困難のときにある

Ｌｅｔ ｉｔ ｂｅ

が多かった年、仕方がないと諦め

す。大都市の乗換駅前の交差点で

社会情勢は今以上に厳しいもので

はなかったかと想像します。そん

な厳しい中だからこそ、父なる御

神様は私たちに大事なひとり子を

届けてくださったのでしょう。

最近はニュースで面白おかしく

取り上げられるせいもあってか、

声高に正義を主張する傾向が目立

ち、危惧しています。多様性が尊

重されるべきなのに、正義の名の

ている感じがします。一度失敗す

もとに一つの考えが押しつけられ

くださいます

もっと、謙虚に、真摯に、誠実に

ん。つい傲ってしまう私ですが、

しているような気がしてなりませ

たのでしょうか。神様の領域を侵

つから私たちはそんなに偉くなっ

世相も怖いものがあります。い

ると、社会や業界から抹殺される

くださいます

マリア様は

私が暗いときを過ごす間

「しかるべくなりますように」と

叡智ある言葉をかけて

私の元においでになり

なくてはいけないことが多かった

叡智ある言葉をかけて
の言葉よりずっと心に響くことで

どもさんびかでしたが、この時は

っしゃると、普段教会学校ではこ

です。キャロリングの方々がいら

は教会員同士の信仰を深める場で

なんだミュージカルでした。祝会

の祝会といえば、聖劇や聖書にち

さて、経堂北教会のクリスマス

しかるべく、そうなりますように

答えは必ず見つかるでしょう

皆思いをひとつにすれば

この世界の失意にくれた人々が

仰の第一歩に立ち返りたいと思い

スマスにあたって、もう一度、信

ることが必要だと思います。クリ

すべてを主に委ねる姿勢に立ち戻

今、改めて「御心のままに」と、

生きていきたいと思います。

大人の讃美歌と懐中電灯を持っ

あったり、一堂に集まった方々が

（ ビ ー ト ル ズ「 レ ッ ト イ ッ ト

ます。

「しかるべくなりますように」と

て、一目散に玄関から外に出て、

挨拶だけでなく一言、二言交わす

ビー」歌詞和訳 部分）

しょう。

一緒にクリスマスの讃美歌を歌

場でもありました。名札でお名前

ば、クリスマスイブ 月 日の夜

う。その時は、目や足が悪く、日

を知るだけでも、大切なことです。

す。

クリスマスおめでとうございま

主によって救われた私たちは、

頃家から出ないおばあちゃんまで

次回またお会いできた時のために。

主のご降誕を思うとき、当時の

道に出て讃美歌を一緒に歌いまし

24

子どもの頃のクリスマスといえ

たまに聞こえてくる大音量の聖書

圓山野花

一年でしたからなおさらです。

した。家の前で数曲歌うと終わっ

ました。不思議でした。讃美歌の

裕
クリスマスは楽しくなければ、

桑田
12

（4）
光
栄
2020 年 12 月号

プを聴いていました。母がベッド

召天者礼拝に出席して

召天者記念礼拝に出席して
た写真付きのメールをとても楽し

びます。また、毎日孫が送ってき

さそうに聴いていた姿が目に浮か

おりました。今年は母（冨尾木道

きながら出席することが出来ずに

毎年召天者礼拝のご案内状を頂

の横で讃美歌を歌い、父が心地よ

有賀裕子
みにしていました。メールの返信

子）が天に召されて 年を迎える

召天者記念礼拝

今年の召天者記念礼拝はコロナ
は寝たきりの父に代わって私が送

鈴木千鈴

禍での礼拝だったため、異例の形

母を思いながら会堂に飾られた

皆様のお写真を拝見しながら、教

会の歴史と天に召された方々の増

えたことに驚いているうちに礼拝

が始まりました。

岸先生のお説教も解りやすく、

心満たされる中で母と共に過ごし

出話が出来ていたら良いなぁ～、

され神様のもとで皆様と昔の思い

ているように思いました。親しく

通りを抜けて教会へ。全く変わら

と思いつつ教会を後にしました。

にあたり、出席を決意いたしまし

ない佇まいに安堵いたしました。

神様の御恵みのもと礼拝に与れ

して頂いた皆様、感謝申し上げま

私は両親から「神のなさること

そして教会員の皆様の温かい応対

ましたことを感謝申し上げますと

た。コロナ禍で不安もありました

はすべて時にかなって美しい」と

に私の心の緊張もほぐれ、２階の

共に、これからも経堂北教会のご

っていたのですが、本当に心に残

ました。岸先生ならびに教会員の

いう聖句を教わりました。私にと

会堂へと導かれ母の元へ帰ってき

発展を心よりお祈り申し上げま

る思い出です。入院中の父の穏や

方々にお礼を申し上げたいと思い

って、とても大切な聖句です。こ

たように思いました。

す。ありがとうございました。

ではありましたが、教会のコロナ

ます。ありがとうございました。

の聖句を信じながら「父は神様の

母はとても家庭的な人であった

対策がしっかりと講じられてお

毎年、教会で召天者記念礼拝が

お導きで天国に行き、神様のもと

ように思います。子どもの頃は料

す。そして、多くの方々が天に召

行われていることは知っていまし

にいるのだ」と思うと、父が亡く

が、経堂駅に降り立ち、すずらん

たが、２０１６年２月に父が亡く

なったことは本当に悲しいこと

かな顔が忘れられません。

なり、同年 月に初めて遺族とし

り、無事に礼拝を守ることが出来

20

理等を受け継いで母の味を楽しん

理、洋裁、お菓子作り等を一緒に

でおります。教会バザーではエプ

ですが、
「お父さん、よかったね」

召天者記念礼拝で最後に歌う讃

ロン作り等、ハリキッてやってい

て召天者記念礼拝に出席しまし

美歌４０５番。この讃美歌を歌っ

た姿が思い出されます。晩年乳癌

た。今年は５回目の召天者記念礼

ていると胸がきゅんとなり、無性

の後遺症に悩まされ、不自由な右

してきました。見習うことも沢山

に父に会いたい気持ちが込み上が

手で何事にも挑戦し、出来る限り

と安堵の思いになり、不思議と嬉

父の癌がわかってからの約１年

ってきて涙が止まらなくなります。

教会の皆様とのお交わりを求めて

拝です。岸先生から『栄光』の原

間の闘病生活は、父の希望通り、

これからもまだ生かされている

あり、今でもパン作りやおせち料

ぎりぎりまで自宅で過ごすことが

命を大切に、精一杯生きていきた

しい気持ちにもなるのです。

できました。亡くなる３週間程前

リハビリに励んでいました。

とを改めて思い起こす機会となり

からは入院生活になったのです

いです。父にまた会う日まで。

ました。

が、父は毎日讃美歌のＣＤやテー

稿の依頼を頂いたことで、父のこ
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青年会だより
コジョを発見して大盛り上がり。
これまで見られなかった星空も、
今回は望むことができた。
ただし、

幼児祝福式報告
幼児祝福式に出席して

ことができています。キリスト教

の素人である私にとっては、ＣＳ

で子どもたちに対して行われてい

さやかな宴を開いて、ゲームや会

っくりと登り、山頂で祈祷会とさ

行程は単純で、暗い登山道をゆ

イク」の出発である。

年会の恒例行事「高尾山ナイトハ

な夜な真っ暗な高尾山を登る、青

京王線高尾山口駅に集合した。夜

メンバー７人が高尾山の玄関口、

での祈りは心温まるもので、会の

が厳しかったが、ランタンを囲ん

は多岐に渡った。山頂は冷え込み

た自然の恵みへの畏敬など、祈り

年への感謝、そして神様が創られ

生活の出会いへの感謝、結婚１周

げた。コロナ禍収束への願い、新

なる雰囲気の中、順番に祈りを捧

山頂での祈祷会では、普段と異

することがＣＳへ通う直接のきっ

学校に通っていることです。送迎

たきっかけは、２つあります。

私が経堂北教会に通うようになっ

われているＣＳに通っております）
。

確に言うと、日曜日の９時から行

経堂北教会に通っております（正

私は約２年前から、娘と一緒に

を暗唱することができるようにな

ごすのが楽しみなようです。幼児

ちゃんと同じくお友達と分級で過

を聞くのは難しいのですが、お姉

す。幼稚園生なので、座って説教

いくような形でＣＳに行っていま

下の娘も、お姉ちゃんについて

る説教が、理解するのにちょうど

話を楽しみ、眠くなったら仮眠を

中心に神様の存在を感じることが

かけになりました。ではなぜ数あ

り、成長を感じております。教会

日の出は今回もお預けとなった。

とる。そして、日の出前に目を覚

できた。新メンバーと交わりの機

る教会の中で経堂北教会に通うよ

と学校が一体となり、娘の人格形

おり、岸先生をはじめ教会の皆様

長女は
「使徒信条」
や
「主の祈り」

とができました。

祝福式も、２年連続で参加するこ

よく感じられます。

まし、日の出を眺めながら、持参

会が持てたこと、コロナ禍でも無

うになったのかというと、教会の

古賀智彦

したバーナーで湯を沸かし温かい

事にナイトハイクを開催できたこ

成をしてくださっていると感じて

同僚であったことです（今は原さ

に大変感謝しております。

まず、長女がプロテスタントの

コーヒーとカップ麺を楽しむ。辺

長老である原良介さんが、会社の

んがご異動されたため、異なる部

わせる始末。暗闇の登山道を、懐

なぞなぞを出し合って辛さを紛ら

ども、
息を切らしながらの登山で、

狩野先生と原の７名。青年といえ

琴美さん夫妻、村柗真友子さん、

さん。社会人は、諸橋鷹広さんと

とで、毎週多くのことを学ぶ

ＣＳの先生方の説教を聞くこ

ります。私自身も娘と一緒に

会に通うのを楽しみにしてお

くださるので、娘はいつも教

ちが喜びそうなことを考えて

気ハツラツ、いつも子どもた

ＣＳの先生方はみなさん元

に所属しています）
。

中電灯を頼りに進むが、今年はオ

と、今年経堂北デビューの風間響

参加者は、大学生が牧内歩さん

流れ。

の温泉で疲れを取り、解散という

とは、
大きな喜びだった。（原良介）

月６日の夜 時過ぎ、青年会
10

りが明るくなったら下山し、近場
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夏場の流行と同じように換気が難

ルスの感染者が急増しています。

れるようになりました。クリスマ

クリブ、リースなどが教会に置か

た。クリスマスに向けてツリーや

ともに心合わせることができまし

式では３人の子どもたちの祝福に

ることが許されました。幼児祝福

ないながらも召天者記念礼拝を守

いことだと感じます。祝会はでき

おり、うれしいことに 月、 月

す。月報などに記載されていると

の時のようにお見せしたいもので

着くことがあれば、去年の餅つき

ています。もしも感染状況が落ち

撮って見せられる形にしようとし

する機会は持てませんが、映像を

つもと同じように全員の前で披露

ージカルの練習をしています。い

当に喜ばしいクリスマスを迎えら

しています。気休めではなく、本

く明るい雰囲気があるような気が

手な私見ですけれども）なんとな

ますが、教会の中においては（勝

るようなことが多い近頃ではあり

ニュースを見ていると不安にな

やはりありがたいことです。

まのことであるとは思いますが、

伝道師の書き込み

しい時期になったからでしょう
ス当日はいつもと同じように、と

月になって、新型コロナウイ

か。 月以降どうなるのか、この

を継続し、基本的なコロナ対策を

の決断をさせられながらも、礼拝

教会ではいろいろなことに中止

スマス祝会はできませんが、教会

にお祝いしたいところです。クリ

つもと同じように、みなさんと共

はいかないですが、礼拝だけはい

られているということは、たまた

らに色々な喜びが教会に増し加え

した。クリスマスに至るまで、さ

式も立て続けに行う予定ができま

にかけては結婚式、婚約式、洗礼

です。

の火を点していくことになりそう

うに注意を重ねつつ、アドベント

れに加えて教会が閉鎖されないよ

れるように、祈りつつ、今年はそ

点は不安にさせられます。

しつつ、やれることはやれてい

学校では例年と同じように、ミュ

（狩野進之佑）

る、というのはずいぶんありがた

るわしの白百合」を歌いました。

丸ひろ子さんが讃美歌を手に、「う

け跡に腰を下ろした光子役の薬師

の豊橋空襲で焼け落ちた自宅の焼

を見ていました。１９４５年６月

には『死』から『復活』へという、

願い、告げることの大切さ。そこ

厳という『いのち』と『希望』を

なく、未来の平和・生・人間の尊

しかし、ただそこに留まるのでは

と『絶望』
。それを悲しみながら、

である。戦争・死・暴力という
『死』

歌は、イースター、復活を謳う歌

「
〝うるわしの白百合〟という賛美

しの白百合」を葬儀で歌うことは

故人愛唱讃美歌として「うるわ

クセスがあったそうです。

されたネット記事には百万回のア

した。西原教授のブログから転載

反応があったことはありませんで

た。召天者記念礼拝後、こんなに

からメールや手紙をいただきまし

さった方や、ライブ配信を見た方

召天者記念礼拝に出席してくだ

した。

く包む祈り」のこめられた賛美で

生きるすべての〝いのち〟を優し

しかったこともあるでしょう。「世

薬師丸さんの歌が本当に素晴ら

ているつもりでしたが……。

も同じものではないことは分かっ

キリスト教的懐かしさとは必ずし

ということと、私たちの心にある

てきたからです。神学的、教会的

や音楽的な問題があると教えられ

１節、２節とアカペラで歌う讃美

神学的なメッセージが通奏低音の

ありましたが、主日礼拝の讃美歌

が満ちますように。 （岸 俊彦）

礼拝に主の命溢れる賛美と祈り

を去ったすべての人の魂と、いま

歌を聴いていて、召天者記念礼拝

として選んだことはこれまで一度

もありませんでした。歌詞の内容

ように流れている」
。学校のチャ

その後、番組のキリスト教監修

く歌ったというご遺族からのメー

ペルで「うるわしの白百合」をよ
者である西原廉太教授
（立教大学）

で歌うことにしました。

ＮＨＫ連続テレビ小説
『エール』

ルでした。

12

の投稿が転送されてきました。

11

11
12

に行うことが出来てほっとした雰

席者が多い召天者記念礼拝を無事

の長老会は、年間の礼拝で一番出

で効率的に行われています。 月

確認した上で集まるため、短時間

配布してくださっており、内容を

時には終わります。事前に資料を

日の礼拝後すぐに始まり、午後１

今年度の長老会は毎月第２日曜

確定するために早めに案内を送付

認したり、遺族の方の出席人数を

分に分けるために過去の記録を確

なりました。礼拝出席者をほぼ等

ために礼拝を２回に分けることに

多い出席者を密でなく収容する

られたのだと思います。そして、

うしたらよいかとずっと考えてお

ならないで礼拝を守るためにはど

された時から、岸先生は人が密に

ロナ禍が強まり緊急事態宣言が出

多く、更に高齢者が多いため、コ

になりました。

ことが出来て神様への感謝で一杯

した。そして、大切な礼拝を守る

が込められた礼拝なのだと思いま

言葉を伝えたいという切なる思い

て地上に残された愛する家族に御

た教会員の方々が神様にお願いし

っぱいに掲額されている亡くなっ

て私はこの礼拝は、礼拝堂の壁い

た。当日召天者記念礼拝に出席し

依頼や調整が直前までなされまし

も２倍必要ということで、奉仕の

回行うということは礼拝の奉仕者

祈りつつ歩んでまいりたいと思い

き道を私たちにお示しくださいと

なものを見失わないように歩むべ

一番大切なのか、そして一番大切

てくださると信じています。何が

る具体的方法を神様はきっと示し

り続けていれば、困難を乗り越え

たいという切なる願いを神様に祈

かし毎週礼拝を守り御言葉を聞き

困難に感じることがあります。し

し、祈る礼拝を守り続けることは

人が集まり声を出して神を賛美

なければならないことがある中で

▽礼拝を休むことなく続けてこられたことは本当
に感謝です。そしていよいよクリスマス。気を
つけながらも喜びに包まれますように！（沢田）
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（鈴木こづえ）

し、その返事を待って教会員も午

1月3日
（日）午前 10：15
○新年礼拝

ます。

囲気が漂っているようでした。

※愛餐会・祝会はありません。

コロナ禍でいろいろと気を付け

○クリスマス・イブ礼拝
12 月 24 日
（木）午後 7：00

前と午後に分けました。礼拝を２

○クリスマス礼拝
12 月 20 日
（日）午前 10：15
12 月 20 日
（日）午後 2：00
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召天者記念礼拝は出席者が一番

○洗礼式・聖餐
12 月 13 日
（日）午前 10：15
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