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な天地創造の出来事が始まりまし

には思いもよらない仕方で、新た

た。婚約中の若いマリアとヨセフ

ユダの地ベツレヘムで起こりまし

る出来事です。それが世界の片隅

スの誕生は、天地創造にも匹敵す
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国によってユダは滅ぼされます。

前６世紀前半には新バビロニア帝

機を脱出しました。しかし、紀元

シリア帝国の支援によってこの危

えたからです。確かに一時はアッ

分の力で解決すべきこととして考

外交、軍事は神頼みではなく、自

なことはしない」
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はてて、いつの間にかヨセフは眠

でしょう。先行きがわからず疲れ

はなお悶々と思いめぐらしたこと

であるかどうか、正しい人ヨセフ

その決断が御心にかなったもの

フは想像すらできませんでした。

た。彼女には何の罪もないとヨセ

の罪に決着をつけようとしまし

彼なりの正しさ、優しさでマリア
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ストが来て下さいました。私たち
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るのは、ただこの一つのことを欠
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ることです。自分の都合によって
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32

くからです。

王たちは「主の目に悪とされるこ

らないものです。信仰の目を持っ

（ゲネシス）
（１ １
･ ）の末に起こ

とを行った」
（王下
･ 等）か
らです。ヨセフも「ダビデの子ヨ

とを実現してくださるためです。

りました。

セフ」と呼ばれます。彼も罪人の

。婚約解消がベストだと考
･）

18

てこの現実を見つめなければ聖霊

義ではなく神の義を信じ、信頼し

「神は我々と共におられる（イン

俊彦

牧師の書斎から…7

マヌエル）
」ことを預言したのは、

伝道師の書き込み…7

のようであった」
（１ ･ ）
。英語

岸

説教・
「光のインカ
ルナチオ」
狩野伝道師……6

25

イザヤ書７章１節～ 節
マタイによる福音書１章 節～ 節
14

説教・
「神は我々と
共に」岸牧師… 1

『神は我々と共に』
教
説

１ ･）
。マリアとの婚約を解消
し、彼女が姦通罪で石打ちになる

No.794

１人です。私たちはダビデの家系

19

20

23

12

2021 年 1 月号
光
栄
（1）

h
lt
ea

wo
予定されていたことが、色々と延期や中止になり

Ho
取り組んでいくしかない。

rk
e
us
だったらまず、目の前にあることに一つひとつ

H
ds

実現出来ていないこともあるかもしれませんね。

Walk

line

Ki

Cho

rus

Diet

Sing
Wedding

On

Swim
さあ、まず何から始めてみましょうか。

（2）
光
栄
2021 年 1 月号

Chu

rch

今年も出来ることを、
喜びを持って！

感謝する。４本足の大根も、ねぎ

の青い葉先もニンジンの葉も何と

らいつも似たような形。不器用で

喜びをもって

かして食べてやろうと工夫して、

まあまあの出来に満足する。

下手だけれど洋裁も楽しい。フ

コロナ禍で保育の仕事を一旦辞

自己満足だけどやっぱり出来上が

ァスナーやボタン付けは苦手だか

めようかとすら悩んだ昨年４月。

ると嬉しい。

当に嬉しくなる。日々の小さな事

つの小さな成長の姿を目撃して本

った時の嬉しそうな笑顔、一つ一

にする姿、チャレンジが上手くい

時、友達と共鳴しあって楽しそう

どもが困難を乗り切れた成長の

もと心通じ合えたと思えた時、子

に増えた消毒。そんな中でも子ど

ていた。通常の仕事の上に圧倒的

原稿を書きながら、コロナ禍で

の人生に深く心動かされている。

の中で誠実に生きてきたそれぞれ

を辿りながらの作業だ。歴史の波

の力を借り、残された文書や写真

おけば良かったと思う。叔母や母

手伝いながら、亡き父と話をして

を作っている。
長編になりそうだ。

から孫までの親族の歩みを巡る本

昨年から夫が、私たちの４代上

信仰は支え。自分の祈りの貧し

件の緊張感の中、懸命に現場に立

閉塞感と孤独感があり、色々出来

それが明けて現場に戻った時、感

つ保育士さんたちの手助けをさせ

なくなったと悲しく思っていたけ

さを思い、心に響く祈りの言葉を

てもらえるのは疲れもいっぱいだ

れど、たくさんの恵みが与えられ

集めたいと思っている。聖書も少

けど張り合いのある感謝の時間だ。

ていたことに気づかされた。今で

染の恐怖よりも日々子どもたちと

夫の野菜作りの手伝いをするこ

きること一つ一つを大切にやって

関わり働けることはやはり楽し

とも楽しい。天候に左右されなが

いこうと思う。

しずつでも読み続けていこう。

らも、収穫を手にしてその恵みに

く、喜びだという気持ちに変わっ

緊急事態宣言の発動で在宅勤務。

小嶋幸子

今年もできることを
一

られていることを信じなさい。
ヨハネ５ ５
･ ～９「さて、そこ
に三十八年も病気で苦しんでいる
人がいた。イエスは、その人が横
たわっているのを見、また、もう

コロナ禍で変化したこと

ちょっと痩せた。

４月からまた仕事を始め、在宅

勤務やリモート会議など新しい働

き方を体感した。

コミュニケーションの取り方も

で、遠すぎることを理由として経

在の住まいは千葉の中ほどの八街
ちに、ほかの人が先に降りて行く

がいないのです。わたしが行くう

わたしを池の中に入れてくれる人

は答えた。
『主よ、水が動くとき、

くなりたいか』と言われた。病人

もしていなかった。正解や万全な

生活がこんなに長く続くとは想像

触型コミュニケーションを避ける

外出時は常にマスクを着用し、接

したことのない厳しい１年だった。

２０２０年は、コロナ禍で経験

する日常のなかで、心の栄養補給

コロナで緊張を強いられて疲弊

普段よりも色々話すようになった。

人とはＬＩＮＥで飲み会を行い、

ことが出来た。会えなくなった友

ＯＯＭで行い、全国の学生と話す

について学んでいるが、ゼミはＺ

変わった。通信制大学で伝統芸能

堂北教会にはご無沙汰しており、

のです』
。イエスは言われた。
『起

解決策がない中、様々な情報に振

長い間病気であるのを知って、『良

交わりが希薄なものです。でも残

き上がりなさい。床を担いで歩き

堂北教会で受洗した 歳の男。現

りの人生も経堂北教会教会員とし

と芸術家の支援のために、出来る

楽などを観に行くようにした。飲

り回されて、他人に対して不寛容

けれど、コロナ禍では悪いこと

なさい』
。すると、その人はすぐ
した」
。

て存在したいので、よろしくお願
いいたします。
じゅうてつ

従姪が司式者として立派に務め

食店の支援のため、初めてクラウ

務めをすることができました。賛

の礼拝を配信でも守ることが出来

と改めて知ることが出来た。教会

ていたことが恵み深いことなのだ

１番は、今まで当たり前と思っ

が、紅葉や世界遺産、美味しいも

青年会合宿以来。弾丸旅行だった

京都に集った。皆で旅行するのは

して、元青年会女性陣が各地から

秋にはＧｏＴｏトラベルを利用

ドファンディングに参加した。

美し、祈り、御言葉に聞くことが

たのは、とても有難いことだ。普

のを満喫出来た。

神の名による御言葉を聞いて、

できました。この恵みに感謝しま

段行けない様々な教会の礼拝を守

療体制や経済面での不安は大きく

ている姿をオンライン礼拝で見て

す。イエス・キリストによる恵み

ることも出来た。

なっている。今年は静かに神様に

化もあった。

です。聖霊の執り成しです。欠け

また、
家族で過ごす時間が増え、

祈り、心を整えて生活していきた

葉から記していきます。

聖なる神、
教会員として何とか、

マルコ１ ･ 、 「それから、
〝霊〟はイエスを荒れ野に送り出

の多い私ではありますが、あなた

休校になった娘は家事が上達し、

その御言葉で立ち上がりなさい。

した。イエスは四十日間そこにと

の栄光を顕す者となることができ

主人はランニングで キロ減量、

喜んでいます。また、八街西伝道

どまり、サタンから誘惑を受けら

ますように。主イエス・キリスト

先日の祈祷会でいただいた御言

れた。その間、野獣と一緒におら

の御名によって祈ります。アーメ

私もストレッチの時間が増えて、

い。家族や友人と共に。

しかし、また感染が拡大して医

この世の厳しさに出会ったとし

13

ても、神の愛の手が常に差し伸べ

ン。

れたが、天使たちが仕えていた」
。

所で祈祷会を守っております。

ばかりではなく、気付きや良い変

範囲で美術展や演劇、歌舞伎、文

22

になってしまうこともあった。

私は、１９８５年 月 日に経
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いる方なのかもしれません。
元々、
ではないですし、忘年会などお酒

泳ぎ、夕方、太陽が沈む前に 分

ることが何かを探すことから始め

今回のテーマをいただき、出来

行きがちでしたが、あまり気にせ

れる世の中ですからそちらに目が

す。出来ないことばかりが報道さ

証明書を手に入れたようなもので

ず、とっても寂しかった。でも礼

ました。クリスマスも教会へ行け

て何一つしていない自分に気付き

コロナのせいにして、教会員とし

れて、
ドキッとしました。昨年は、

「今年も出来ることを」と言わ

にそれぞれありました。水泳教室

期演奏会は毎年３月、４月、 月

日立で練習）と火曜日の夜で、定

１、第３は東京で、第２、第４は

スは月曜日の午前中と、
土曜日
（第

泳教室に通っていました。コーラ

今年も出来ることを

位かけて、家の廻りの田んぼ道を

夕焼けを楽しみながら、４千歩以

上歩いています。

年前にコンビニ経営をやめて

ました。ですが、このご時世なの
ず、のんびりと過ごすことでもし

からは、コーラスを３団体と、水

で、できないことばかりが思いつ

ようかと思う今日この頃です。

私に出来ること

ませんので、ある意味、このコロ

40

きました。社会人１年目では、例

平塚奈津子

年通りのスケジュールとはいか

ナ禍において参加しなくても良い

14

人が集まるところに行くのは好き

麦

の場に参加するのも好きではあり

小田
ら始まり、遊びに行くことも出来

結婚式、披露パーティーの延期か

ありました。私生活においても、

ベント事も中止になるものが多く

今年度は自粛となり、会社でのイ

員旅行、年末に行われる忘年会も

ました。社員総会であったり、社

の間も同期との交流は少なくなり

ず、本配属まで時間がかかり、そ

がコロナの生活の中でも変わらず

来ております。形は変わりました

いますので、礼拝を守ることは出

ライン配信を継続していただけて

かできておりません。一方でオン

も、コロナのこともあり、なかな

来て教会探しから始めるつもり

とではないかと思います。広島に

は、やはり教会と繋がって歩むこ

この生活の中で私に出来ること

今、私に出来ることは何だろ

す。

人加わったことは、本当に感謝で

しく思いました。教会員がまた１

イヴ配信で見ていて、とっても嬉

子さんの洗礼式も、聖餐式も、ラ

しく、感謝しております。村上靖

るので、繋がっているようで、嬉

拝をライヴ配信してくださってい

ません。水泳教室も時短で、トレ

ミリエ」は、今だに再開出来てい

日練習していた「日立コールファ

して、少数で行っています。土曜

て中止、練習は時短で、マスクを

昨年は、コーラスの演奏会は全

は火水木金と行っておりました。

とは言ったものの、延期にして

ンライン配信のままではいけませ

って嬉しい限りです。このままオ

に礼拝に参加出来ることは私にと

を喜びを持って出来るように、毎

その時が来たら、与えられたこと

け、
コロナに負けないようにして、

お話して、讃美歌を思いっ切り歌

教会へ行き、皆さんとお会いし、

日も早くコロナが収束して、また

に嬉しく、感謝しております。１

用出来ません。健康を与えられ、

水泳教室を１時間受け、その後１

人で 分かけて１キロをゆっくり

楽しく泳ぎ、歩けることは、本当

いた結婚式を無事に行うことがで

んが、教会にそして神様に繋がる

いたいです。

るような毎日です。

き、コロナ禍においても教会と繋

日車で 分かけてプールへ行き、
に、続けていきたいと思います。

その歩みは止めることのないよう

ーニングルームやドライヤーも使

ず家の中でテレビばかりを観てい

うとずっと考えてみましたが ･･･
分りません。取りあえず体力を付

10

がる恵みに与ることができまし
た。もしかしたら、出来ないこと
ばかりの中でも私は少し恵まれて

30
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受洗おめでとう！
活からは遠くなりました。
波瀾万丈とは大袈裟ですが、あ

に生徒を集めない、とＣＳで決め

たため、毎週 分もない短い礼拝

っかり頼ってもいたのです。
また、

と思っていますが、実は、母にす

て、何かに庇って貰って来たのか

た時などを振り返りますと、総じ

ん寂しいことではありますが、行

けの餅つきもありません。もちろ

クリスマスミュージカルも、年明

ャンプも、収穫感謝の焼き芋も、

度。ＣＳは春のピクニックも、キ

何もかもが異例づくめの本年

りましたが今年は全く違います。

ていただきたい、という思いがあ

皆様に喜んでいただきたい、驚い

りもありません。毎年、教会員の

えようと、例年のような活発な踊

した。呼気が過度に出る動きも控

教会学校だより

４才で父を戦争で亡くしたことも

後の時間で、歌や振付を練習しま

あってか、時には「パパが護って

れこれ山あり、波風が荒れたりし

今、住んでいる老人ホームの２

むこと、そのことだけを大切にし

出来栄えは気にしません。ただパ

に真っすぐ目が行き、例年では見

ました。何度も歌詞を耳にする、

事を遂行することに気を取られ

その後、２、３年前からは、中

えなかったことが見えた１年でし

口に出す、心に留める、そのため

くれているのかな」と思ったもの

が拡がっています。満月、きらめ

学時代からの友人、岡田みな子

た。

階ルーフテラスからは、隣家の屋

く国際宇宙ステーション、
朝焼け、

さんのお誘いで、経堂北教会に、

ウロの名言を子どもたちの心に刻

夕焼けの美しい雲などに癒やされ

に追われます。しかし昨年は発表

も生徒も集まり、稽古や道具作り

はずでした。日曜日以外も、教師

いと願っております。
（石室裕一）

ぜひパウロの名言を分かち合いた

良き時がきましたら、皆さまと

だけの撮影です。

聖書の勉強をさせていただきまし

月はミュージカルで大忙しの

た。 月 日には先生により、洗

秋からは、岸先生のご指導で、

時々、お邪魔をしています。

大きい、何かの存在として、気持

覚え込んだカトリックの文言が、

「主の祈り」は、小学校の時に

神様の御心に近付くために、努力

の、ただ何となくではなく、日々、

礼を授けていただきました。今迄

ありませんでした。

の場であるクリスマス祝会自体が

会通い、そして受洗迄には到りま

言に馴染めず、勧められていた教

Ａ時代では、プロテスタントの文

いました。 才になってもＹＭＣ

寝つく時には十字を切って祈って

ルスを治めてくださるようにと、

うぞ一日も早く、新型コロナウイ

し上げます。そして神様には、ど

てくださいますように、お願い申

ただきまして、残りの人生を導い

改めて、皆様の仲間に入れてい

とにしました。

場はありませんが、動画は残すこ

ということになりました。発表の

言集のうた』を皆で歌ってみよう

作の十数年前の名作『パウロの名

症対策のため、礼拝日以外は絶対

動画を撮るとは言っても、感染
せんでした。まもなく、映像の仕

お願い申し上げます。

学んでいます。そこで内藤慎也兄

今年度のＣＳはパウロの言葉に

そのまま頭に残り、
（小学校は４

ちの中にありました。

12

しようと決心しました。

13

回代わりました）
転校してからも、

12

何となく自分を含め、人間よりも

ています。それは小さい頃より、

ず、生徒一人ひとりの性格や考え

才にもなって

20

です。

村上靖子
根やその向こうの家々の上に、空

82
事に精を出しましたので、信仰生

20
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聖書は主イエスを、神を光と表
りふれた表現に終わっていないと

が単に宗教的な雰囲気のある、あ

なります。平たく言えば、旧約聖

にすれば「受肉」という言葉に

という言葉を入れました。日本語

す。説教題に「インカルナチオ」

私たちの王として迎え入れる日で

たい者を受け入れる日。この方を

す。私たちの内にこの受け入れが

私たちの内に輝かす日でありま

であったとしても、主イエスをお

小屋の飼い葉桶の中のようなもの

私たちの迎え入れられる場所が馬

もこの方を受け入れたいのです。

なければなりません。不十分にで

の弱さは、しかし捨て去って歩ま

う。私たちのこういうありのまま

いというのが私たちの本音でしょ

慰めていただければそれでよろし

『光のインカルナチオ』

現します。教会は古くから蝋燭の
すれば、このクリスマスの光に触

書において神が王としてお与えに

中、礼拝堂の中に満たされた光に

作品の中に作者自身が夜の闇の

ありふれない光に触れています。

は絵画、音楽、讃美歌を通して、

あると語っている御言葉、あるい

生きていますけれども、神は光で

私たちは光のありふれた現代に

あったのでありましょう。

る。それがクリスマスの夜の光で

に焼き付き、心にまで深く染み入

葉のみではなくて、瞳から、網膜

「神は光である」ということは言

ここだけに、
光が満たされている。

う。夜の闇の中にあって、教会、

どれほど力強く見えたことでしょ

には、
礼拝堂を満たす蝋燭の光は、

す。しかし電灯のない時代の人々

できないと思わされるのは、あな

しい、憧れの光から逃走し、理解

れるのです。クリスマスの光、美

正しいあり方で生きたのかを問わ

はキリスト者らしく生きたのか。

が明るみに出してしまう。あなた

でしょう。しかし、神の光はそれ

たいことくらい、私たちにもある

らかにします。神様に隠しておき

思いを、はっきり見えるように明

の暗闇です。
神の光は人の行いを、

問題とする暗闇は、なにより人間

なかった」
（５節）
。聖書が第一に

で輝いている。暗闇は光を理解し

うにも思います。
「光は暗闇の中

と言うだけでは、少し足りないよ

うした美しい、憧れに満ちたもの

しかし、聖書が語る光とは、こ

い深く関わりたいと願うのに対し

神は人間と痛みすら共有するくら

しかし人間は追い返してしまう。

こうして来てくださった神を、

らし出すためです。

めです。この事実を光り輝いて照

うことがはっきり明らかになるた

を意味します。神が共にいるとい

な、人間となってくださったこと

しみ、痛みに焼き焦がされるよう

思いをし、寒さに震え、暑さに苦

たちと同じように空腹でひもじい

じ身体を持った。それは、神が私

す。神であるお方が、私たちと同

のは神が身体を持つということで

なくして言えば、
「受肉」という

エスの誕生を意味します。平たく

なると約束されていたお方、主イ

ますように。

主イエスを受け入れることができ

こにお入りください」そう言って

たち一人ひとりが「はい、主よこ

受け入れる場所はないか、と。私

ります。私の子が生まれそうだ、

に来て、戸を叩いてくださってお

る神は今日もまた私たちのところ

に、歩んでいきたいのです。主な

れる、あの美しい、憧れの光と共

され、絵画に描かれ、歌声に表さ

迎えしたいのです。御言葉に証言

ヨハネによる福音書１章１節～９節

光の下、夜の礼拝を守ってきまし
れ続けてきたからでしょう。

包まれて、神を礼拝した経験が息

て、人間の方は別にそうでもない

からです。神様には必要な時だけ

たであり私です。
クリスマスはしかし、この光を

づくのです。教会に生きる人にと

狩野進之佑

た。現代人にとってはか細い光で

教
説

って「神は光である」ということ

カルロ・マラッタ
「聖なる夜（キリスト降誕）
」
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言ったところです。今月は説教の

章量はだいたい８５０文字程度と

この「伝道師の書き込み」の文

字が使えたら収まりが付くのに、

稿を削りながら、こちらの９００

ないことがほとんどです。説教原

字は何時間かけても言葉が出てこ

できます。方やこちらの９００文

定の字数の近くまで収めることが

ものを一つ二つ削って、やっと規

て、画面を照らしている、そうい

だ幼子の主イエスが光源となっ

天使のみ。画面は全体に暗く、た

イエスと母マリア、そして３人の

のです。描かれているのは幼子主

ロ・ マ ラ ッ タ（ Carlo Maratta
）
というイタリアの画家が描いたも

ラム表紙の絵を選びました。カル

見せています。今年は私がプログ

に聖書の世界を固定化し過ぎるの

ら強く印象づけられます。あまり

ことが、言葉とはまた別の角度か

闇の世を照らす光である」という

ど
「飼い葉桶に眠るみどりごこそ、

絵画に触れていますと、なるほ

は絵画を通して聖書の教育をして

識字率の低かった時代、西洋で

伝道師の書き込み

掲載も担当しています。説教の文
などとひとりごちていました。

思える部分だけ残して、まだ１０

説教原稿から「これは必要だ」と

マスやクリスマス・イブの礼拝で

おきたいと思います。毎年クリス

に、こぼれた話を一つだけ拾って

そういうわけで削っている内

知らない絵が驚くほどにあるもの

てみると、
今まで見たことのない、

れど、いざこうして意識的に探し

う絵です。聖画に触れる機会はあ

す。

ことは、そのとおりと思わされま

るために絵画の助けが有用である

者らしく、礼拝者らしく教育され

も考えものですが、人がキリスト

きたと言われています。こうして

字数だけで言えば、私の説教は短

００字以上削らなければならない

はプログラムを配っています。表

だと気が付かされます。

となり、音は直接パソコンに取り

すから意味のあることに違いあり

に３千回ものアクセスがあるので

それでも実際の礼拝をライブ配信

た。合わせれば昨年の半分です。

イブ礼拝は 人、昨年は 人でし

す。その点ではリモート礼拝も大

わらないというのは本当のことで

聞くなら、教会の１階や地階と変

い方だと思うのですが、それでも

ことがほとんどです。言葉を短く

紙には絵を入れて、少しきれいに

てくださった方は午前 人、午後

（狩野進之佑）

するために取捨選択して、話その

いう印象でした。ライブだろう

コロナ禍がますます拡大するク

ません。因みに当教会のライブ配

し、それを見ながら参加すること

事な１つの手段です。コロナ禍が

込めるようにしました。自宅で

リスマスとなりました。都心にあ

信を同時刻に見てくださった方は

ができたのは有難いことでした。

人でした。昨年は 人でした。

る教会では、予約した先着 人だ

（共に礼拝してくださった方は）
、
が 人でした。クリスマス礼拝は

スマス礼拝に出席したことになり

ライブの録画も含めて、３度クリ

終息したらライブ配信をどうする
その後５日間で 回、イブ礼拝は

した。イースター礼拝は、コード

４月の政府による緊急事態宣言

です。イブ礼拝は数名の奉仕者に

２日間で 回のアクセスがありま

が抜けていたのに気づかず、配信

か、機材も含めて長老会として改

よるライブ配信のみの教会もあり

した。当教会関係者が見てくださ

に対応して、要望もあり、緊急避

ました。ネットで見ると、実にタ

めて検討しなければなりません。

レント豊かな賛美礼拝ですが、や
はり、礼拝と言うよりは音楽会と

ます。少々疲れました。
（岸俊彦）

難的にライブ配信を始めました。

150

何もないクリスマスでしたが、

55

ほとんど手元にある機材で始めま

モニターを見ながらスピーカーで

けがクリスマス礼拝に出席できた

クリスマス礼拝が 人、イブ礼拝

と会衆は重要です。しかし、録画

64

170

そうです。あるカトリック教会で

42

できませんでした。無線から有線

は事前抽選による出席だったそう

30

ったということでしょう。

19

50

119

実際にクリスマス礼拝に出席し

82
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新しい年が始まりました。明け
拝も教会員を２つに分けて２回行

念礼拝と同じようにクリスマス礼

方針が示されました。①召天者記

避け、消毒・換気を徹底するとの

協議しました。岸先生からは密を

わしていた献金かごは、棒の付い

ち望んでいます。また各座席でま

教会員の皆様と共に担える日を待

で各担当を担っていますが、再び

するのは難しいとの判断から交代

イ１・ ）と御言葉を示してくだ

『神は我々と共におられる』
（マタ

ょうか。主はクリスマス礼拝で

１年はどのような年となるのでし

に翻弄された１年でした。２０２

るのではなく、通常の礼拝の流れ

朗読をペンライトの灯る中で進め

礼拝は人数を制限し、讃美と聖書

う。愛餐会・祝会は中止。②イブ

たが、
１人の姉妹（村上靖子さん）

例年にないクリスマスとなりまし

防対策の１つです。中止と変更の

気づきでしたか？ これも感染予

老からの提案で変わりましたがお

た献金袋の方が入れやすいかと長

年、皆様とご一緒に健やかな日々

不安や恐れは主に委ねて、新しい

さっていると、ただ主を信じて、

ざまの決断も許して見守ってくだ

たちと共にいてくださる！ さま

このコロナ禍のなかでも主は私

ましておめでとうございます。

寒さが本格的になり始め新型コ
で行う。お茶会もキャロリングも

が受洗され、私たちの内に加えら

と願っています。

（千葉一恵）

を明るい思いで歩んでまいりたい

昨年は世界中がコロナウイルス

れましたことは大きな喜びでした。

さいました。

ロナウイルスの感染拡大のペース

中止。
③年末の祈祷会は全て中止、

月の長老会を振り返りつつお

は速まり、冬の低温と空気の乾燥
となりました。

伝えします。

はウイルスの危険性を高めると専

長老 名は現在、教会員の方に

門家は指摘しています。このコロ

23
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ナ禍の中での長老会はクリスマス
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▽このコロナ禍にあっても毎月休まず編集委員会
を行い、
『栄光』をお届けできていることを心
より感謝いたします。（沢田）

12

12
行事を前にしてその対応について

1 月 10 日（日）礼拝後
○新成人祝福式
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