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書評・
「平静の祈り」… 5

２世紀の終わり、教会は危機の
中にありました。
「万物の終わり
が迫っています」
（４ ７
、
「身
･）
にふりかかる火のような試練」（４
･ ）の時代です。危機の時こそ
教会の力量が問われます。信仰が
試されます。教会がキリストのか
らだとしてふさわしく整えられる
よう求められます。特に長老には
その責任があります。
そのためペトロは「長老の一人
として、またキリストの受難の証
人」として勧めました。
「あなた
がたにゆだねられている、神の羊
の群れを牧しなさい」
（５ ２
。
･）
ペトロ自身が「受難の証人」か
と言われると首をかしげるところ
でしょう。最後の晩餐の席でキリ

牧師の書斎から…7
長老のファイル…8

でさえ赦すことのできない自分を

救い、赦し、愛してくださる、く

佐一）
。

長老は自分の言葉や力で、この

いました。信頼して神の羊の群れ

主があえて長老に選んでくださ

うすれば、まことの羊の群れ＝キ

神の羊の群れを育てるのです。そ

しく御言葉を伝え、福音によって

群れを養うのではありません。正

をゆだねてくださいました。有難

リストの体なる教会として、神が

すしき主の恵みの証人です。

いこと、光栄なことです。ペトロ

言葉に反して、十字架のキリスト

お供します」と言いながら、その

す。群れの羊は、キリストの譬え

神の羊の群れが分け与えられま

よって養われていなければなりま

しょう。御言葉によって羊を養う

ペトロは勧めます。模範とは何で

「群れの模範になりなさい」と

育ててくださいます。

を裏切り見捨てました。逃げ出し

話にあるように
（ルカ
１
･ 以下）
迷える羊です。牧者である長老も

せん。模範となる何か特別なこと

主が選んでくださった長老に、

の仲間である長老も同じです。

たペトロは十字架に磔になったキ

羊も大丈夫なのでしょうか。

愛し、赦してくださいました。キ

た者にもかかわらず、キリストは

ました。キリストを裏切り見捨て

の羊の群れを牧しなさい」と勧め

ネ
･ ）と新たな使命を与え
てくださいました。このキリスト

「わたしの羊を飼いなさい」
（ヨハ

リストが現れてくださいました。

しかし、このペトロに復活のキ

て胸を張ることはできません。

底「キリストの受難の証人」とし

は、福音を受けることによっての

までもなく福音であります。人間

です。それは、何でしょう。いう

は、それにふさわしい食物が必要

ればよいのでしょう。
「神の羊に

。
･、 ）
この羊を牧し、養うにはどうす

ために命を捨てるのです（ヨハネ

す。良い羊飼いとして自分の羊の

りません。まことの牧者のことで

大きい、小さいということではあ

いてくださいます。大牧者とは、

大牧者イエス・キリストが共に

て愛し合い」
（１ペトロ４ ８
･ ）ま

主を礼拝し、
「何よりも心を込め

牧者イエス・キリストに支えられ、

の困難に耐えていきましょう。大

で、主にあって１つとなって、こ

この困難な日々の暮らしの中

ることが神の羊の群れの模範です。

主を礼拝し、祈り、賛美し、御言

です。御言葉に生きることです。

て、キリストの福音を信じること

の恵みによって救われた者とし

トの受難の証人として、キリスト

があるのではありません。キリス

の言葉に応えて仲間の長老に「神

しょう。

葉に聞き従い、礼拝生活を重んじ

リストの受難に示されたその愛は

み、神の羊になり、神の羊として

のですから、長老自身が御言葉に

リストを見ていないはずです。到

岸 俊彦

伝道師の書き込み…7

どんなに広く、
長く、
高く、
深いか。
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見えざる手に導かれて

づかされました。その時々は気づ

きませんでしたが、それはすべて

神様のご計画だと思います。聖霊

の風は理解するのではなく、感じ

るものだと思います。目に見えな

立ちすくむ少年、これが私の原風

と化してしまった焼け跡に呆然と

空襲によって、一夜にして焦土

野川が流れています。心地良い５

た。私の家の周辺は緑に囲まれ、

様が素晴らしい自然を造られまし

べてのものを教えてくれます。神

い、自然に感じるもの。聖霊はす

景です。ゼロからの出発とも言え

信仰告白をして 年、心が折れ

ています。

月の風に吹かれ、平安に満ち溢れ
け、友達に恵まれ、気がつくと
才に手が届く年になりました。

オーパ作曲のミサ曲キリエ エ
･レ
ーソンのバスの旋律が浮かんでき

学生時代コンクールで歌ったデュ

ず祈りなさい。すべての事につい

「いつも喜んでいなさい。絶え

ていきたいと思います。

る時も、いつも見上げて、過ごし

そうなときでも、喜びに満ち溢れ

70

ます。 年ほど前に歌った曲が、

ペンテコステがやってくると、

90

ます。神に守られ、両親の愛を受

千久嘉和

未だに頭から離れないのです。曲

サロニケ５ ･ ～ ）
。

て、感謝しなさい」
（口語訳１テ

定年、全て聖霊のなせる業だと気

結婚、子どもが授かった時、転勤、

それから教会に導かれ、就職、

に所属していました。

めるとやめられず、グリークラブ

軽妙な優しさがあります。一度始

唱の魅力は、重量感がある反面、

ぎしたことがありました。男声合

低音すぎて、出る、出ないと大騒

の最後の音が低いＣ（ド）の音。

70

16
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ペンテコステの爽やかな風
聖書には、使徒たちが聖霊に満たされて福音を力強く語りはじめた、と書かれています。
目には見えないこの聖霊の力を私たちは信じます。

教会の新しい年度を迎えた私たちに、今年はどんな聖霊の風が吹いてくれるのでしょうか。
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聖霊に祈る
転車で行けるので、用事もあるし
と私１人が行くようになった。す
ると、説教から先生の熱意が伝わ
り、気持ちが高まる。日曜日から
１週間が始まる実感が湧く。しか
し、リモートで礼拝を守っている

共にいてくださる聖霊

を感じるのです。

私たちは、目には見えないけれ

ど大事なもの、大切なもの、そし

て確かに存在するものがあること

を知っています。優しさや愛情な

どは目には見えないけれど、その

スマホでＬＩＮＥをするように

誰かと話すことがないからだ。

いろ行っても大して面白くない。

下高井戸、桜上水、上北沢。いろ

リストと三位一体であるから、神

徒の友』５月号に、聖霊は神・キ

ちの内に自由に働きかける。
『信

霊は風のように自由に吹き、私た

コステの爽やかな風」とある。聖

さて、今回のテーマは「ペンテ

教会学校の教師をやっていなけ

記憶があります。

ール袋などを使ったゲームをした

とえで理解してもらおうと、ビニ

どもたちにも聖霊のことを風のた

れど、吹いていると感じます。子

されます。風は目には見えないけ

なで色々話し合ったことが思い出

心地よく感じられます。

るようです。私にはそれがとても

てくださり反応してくださってい

ます。説教を聞いている時に吹く

入ってくるのを感じることがあり

す。でもそのおかげで、時々風が

意しながら毎週礼拝を守っていま

開けたり閉めたりと、換気にも注

このコロナ禍で礼拝堂では窓を

ことを感じますし包まれます。そ

なって半年。大学のクラブの友人

を創造者と呼び、御子を贖い主と

れば、こんなに聖書を読まなかっ

代打で依頼されたこの原稿でし

子どもにどのように説明したら

３人と色々語り合っている。夫を

呼ぶなら、聖霊は御父と御子の働

たかも知れない。当時の正直な気

たが、書き終えたらまたＣＳ説教

方も多い。互いに顔を合わせるこ

亡くし１人暮らしになった人と話

きのすべての推進者、完成者とい

持ちです。自分なりに一生懸命準

の準備に戻らないと！ 忘れてい

コロナ禍の不安に入って１年３

をしたのが始まりだ。回を重ねる

えるとあった。御力のようなも

備をして、
説教当日を迎えますが、

た教会学校の楽しかった思い出と

のすべての源は神様から与えられ

うちに、
「へー、そんなことをし

のではないか。聖霊に祈って良い

何年やっても人前に出るとやっぱ

共に、私自身も聖霊について考え

ている愛、と自分なりに聖霊のこ

てたんだ！」
「そんなこと、考え

ことを知り、
「創造主なる聖霊よ、

りドキドキします。でも時々、滑

ることが出来ました。

聖霊のことが伝わるのか。教会学

ている！」
と知らないことも多い。

来てください」と、
祈ろうと思う。

らかに言葉が出てきて、自分でも

子どもたちの前に立った時、私

校の教師時代、ペンテコステの分

以前は、新しいことを聞くと「私

たとえ一緒にいられなくても、共

驚くことがあります。上手に説明

にもこの爽やかな風が吹いてくだ

とが難しい時こそ、み言葉に聴き

もやってみたい」とすぐ会いに行

に祈ることは霊のきずなを強める

出来ませんが、そこには確かにイ

聖霊の導きで、主にある交わりが

けたのに「早く会える日が来ると

ことになると思う。
「恐れを取り

エスさまが寄り添ってくださって

ヶ月。毎日、自分と夫の食事を作

良いね」で終わってしまう。

除いてください」
「慰めをお与え

さいますように。

ることだけが仕事である。買い物

私の１週間の区切りは、日曜日

ください」
「平和をもたらしてく

いて、励ましてくださっているの

とを理解しています。

の礼拝である。初めはそんなこと

ださい」と聖霊に祈ろうと思う。

級で何をしたらいいのかと、みん

も考えなかった。１、
２回リモー

風は、まるでそこに神様が共にい

トで礼拝を守ったが、教会まで自

できるように祈りたい。

沢田寛子

は自転車で行けるところ、経堂、

林崎光子

（4）
光
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ペンテコステの爽やかな風
る日々です。ネガティブな発想が
多く、いろんな人が自身の正義を
つきつけ合って解決に進めないこ
とが増えました。
苦しいときこそ、
相手を思うことや人を許すことが

教会生活に感謝して

いました。外に台を出し卓球をし

たり、古いベンチに緑色のペンキ

を塗ったり、咲き始めた色々な花

に大きなジョーロで水やりをした

り、夜空に輝く満天の星を眺めた

り、と田舎の生活を楽しんでいま

した。神様はどんな時でも私を見

働いているという経験をしてきま

進むことがあり、本当に主の力が

は想像がつかない解決策や方向に

でした。でも全てにおいて自分で

なときばかり主に甘える弱い自分

んでくれないかと嘆き祈り、そん

びになんとか自分が願う方向に進

くどとなく苦しさがあり、そのた

思い起こしました。いままでもい

まの自分があるのかということを

れだけ主の風が吹いたことで、い

うテーマを聞いた際に、自分がど

ペンテコステの爽やかな風とい

こと、こんな素晴らしいことを少

によりも深い愛ということがある

れない解決があること、そしてな

けてくること、人知でははかりし

難も主にゆだねることで道はひら

は愛を注がれています。どんな困

ます。神様を知らない人にも、主

していけるかが全てだと思ってい

自分がどんな考え姿勢で人と対応

理解を得ることは難しいですが、

らない人ばかりです。直接的には

ません。教会がどんな場所かも知

る人は、自分のまわりには多くい

る。こんなにも深い愛を知ってい

し、最善の道を備えて下さってい

います。主がどんな自分でも許

誘いました。広い空の下、遊具も

男子、１才４ヶ月女子）を会津に

に住む娘と３人の孫（小３・小１

不謹慎とは思いましたが、東京

晴らしい景色でした。

雪が残っていて、それはそれは素

溶け、遠くに見える山頂には白い

た。間もなく平地はすっかり雪が

草の芽が、びっしり生えていまし

溶けかけたら、すぐ下にもう緑の

津で過ごしました。春になり雪が

出来なくなり、この冬はずっと会

いましたが、コロナ禍の中それが

津を行ったり来たりの生活をして

ここ十数年、東京と主人が住む会

て嬉しそうに毎週教会に通ってい

しくないおばあちゃんが、どうし

たちが、ちっともクリスチャンら

で毎週通うようになりました。孫

をそこでもらい、それがきっかけ

た教会があって、小学１年のクリ

の女性の牧師さんがいらっしゃっ

は、家の近くにアメリカ人の２人

私が教会に行くようになったの

ッ」と思ったことがありました。

になるから」と答え、
自分でも「エ

すっきりして、さわやかな気持ち

の？」と聞かれ、とっさに「頭が

ゃんはどうして毎週教会に行く

以前、小３の孫に「 おばあち

できるのかの本質がでてくると思

捨てず、最善の道を用意して下さ

何もない広い原っぱを元気いっぱ

るのか、分かってくれる日が遠く

した。

っていることを感じました。

しでも多くの人の心が感じられる

い嬉しそうに走りまわる兄たちを

安がひしめきあっているのを感じ

このコロナ禍にあって、すごく不

安や焦り嘆く日々になります。今

時には、結果弱い自分が勝り、不

いるにも関わらず、なにか起きた

たいと思います。

主を基盤として祈り生活していき

によるのだと信じ、自身がすべて

って、これは主の風が吹いたこと

人に何かを伝えていく立場とな

したら、苦いのを我慢して食べて

てもらい、天ぷらにして夕食に出

した。蕗の薹とつくしを摘んで来

の子の姿は、まるで天使のようで

ヨチヨチ歩きで追いかけている女

ように。

さまとともに連なっていられます

主のもとに終わりの日まで、皆

ないことを祈っています。

スマスにきれいなカードとお菓子

そんな経験をして、少しずつで

よう主の風が吹きますように。

私が一番好きな季節は春です。

斉藤由美子

も主に対しての思いが強くなって

青木みぎわ

恵泉中１桃組教会訪問
のだ、と感心させられます。好き
な聖句や讃美歌についての質問か
ら、洗礼について、教会の歴史に
ついて、イエス・キリストは神様

４月 日（木）に恵泉女学園の
教会訪問が行われました。昨年度

ったので、色々と込み入った話を

なのか、という質問などもありま

してしまいました。改めて思い出

はコロナ禍のため、９月に延期さ
り、入学直後のこの時期の実施と
すと、もう少しスマートに答えら

した。簡単に答えづらいものもあ

なりました。当日、経堂北教会に

れましたが、今年度はいつもどお

は桃組の生徒 人が訪れました。

生徒の皆さんがそれぞれ用意して

ません。礼拝堂で礼拝をした後、

も昨年と特にやることは変えてい

月号でも少し触れましたが、今年

いということだけでも、普段教会

ました。教会は礼拝するだけでな

し、教会全体を自由に見てもらい

を中心に一年の教会の歩みを説明

教会については教会学校のこと

れていたらと、反省しています。

きてくれた質問に答えて、その後

この祈りを知ったのはＳ兄の証

しでした。大木先生とは幼年学校

の同級生とのことでした。それで

先生の『終末論的考察』を読みま

した。大学生の時です。
「預言者

的知性と祭司的知性」と題された

エッセイに引用され、
「真実に現

実と取り組む知性は、
信仰を求め、

祈ることをおぼえる」と記されて

いました。

戦後、リーダーズ・ダイジェス

トによって「古い基督教の祈祷の

文句」として日本に伝えられまし

た。いまだに世界中で、この祈

りの歴史や作者の言葉について、

様々に伝えられています。キリス

っては、美しい言葉ではあると思

う一句からしました。私自身にと

られていました。 （狩野進之佑）

頂いたときも、よくこの点に触れ

れらに与えたまえ︒

て︑それを変えるだけの勇気をわ

変えることのできるものについ

神よ︑

ニーバーの祈り（大木英夫 訳）

す。マサチューセッツ州ヒースに

ら、この祈りについて記していま

バー家の豊かな交流を描きなが

バーの娘です。父を慕い、ニー

『平静の祈り』の著者は、ニー

祈りとして紹介されています。

ト教主義学校の副読本「聖書資料

いつつ、しかしあまり好きになれ

変えることのできないものについ

ニーバー家の別荘がありました。

ようでした。後からお礼の手紙を

ない一句です。それでも、み言葉

ては︑それを受けいれるだけの冷

１９４３年夏その山村の教会の礼

集」には別ヴァージョンで匿名の

と向き合って生きるということに

静さを与えたまえ︒

拝で「平静の祈り」がささげられ

18

説教は「隣人を自分のように愛

ついて、少しでも伝われば良いか

そして︑変えることのできるもの

ました。第二次世界大戦という人

しなさい」
（レビ記 ・ ）とい

と思い、この箇所を選びました。

と︑変えることのできないものと

Reinhold Niebuhr

を︑識別する知恵を与えたまえ︒

AND WISDOM TO DISTINGUISH

生徒の皆さんからの質問は、事

WHAT SHOULD BE CHANGED,

エリザベス・シフトン著
穐田信子訳
THE ONE FROM THE OTHER.

ラインホールド・
ニーバーとその時代」
COURAGE TO CHANGE

「平静の祈り
WHAT CANNOT BE CHANGED,

前に用意して貰ったようですが、

SERENITY TO ACCEPT

類最大の罪を負いながら。 （岸）

O GOD, GIVE US

ラインホールド・ニーバー

行いました。

に触れない生徒には新鮮なことの

内容については昨年の『栄光』

40

教会の紹介、というプログラムで

10

Book
THE SERENITY PRAYER

15

よくこれだけ質問を準備できたも
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わる瞬間、それを見たペトロがす

す。主イエスが溢れる光の姿に変

かし主イエスは山を降られたので

死であることを知ったうえで、し

何者か、はっきりと示されたので

かけです。弟子たちに主イエスが

神からの、弟子たちに対する語り

わたしの愛する子。これに聞け」
。

いて報告されています。
「これは

の合間から聞こえた声のことにつ

この山上で起きたこととして、雲

は何者なのか」ということです。

なテーマのひとつは、
「主イエス

うです。福音書において一番大事

たことがもとになっているのだそ

彼」
（誰ですか、彼は？）と聞い

えることができませんでした。

じられた弟子たちは、この声に応

愛する子。これに聞け」
。そう命

でありました。
「これはわたしの

も、主イエスを理解できないまま

はなお主イエスに導かれ歩みつつ

るのですから。この後、弟子たち

山を下り、十字架へと向かってい

イエスは光輝の瞬間を退き、この

ヤではなく十字架です。今や、主

弟子たちが心にかけるべきはエリ

と聖書に書いてあるのはなぜか」
。

『誰そ彼の御子』

ぐにわかるほどに、実に神様らし

24

13

えるより先に直感的にこういうこ

いいのかわからなくなりながら、

ばらしいことです」
。何を言えば

失い、
静かに山の端へと沈みゆく、

わたしたちの救いは、この輝きを

決断されて歩まれる主イエスの姿。

スの姿。十字架の道行きを静かに

を失って、静かに山を降る主イエ

主イエスが神の子であることが示

神がそれを追認するかのように、

て現れ、ペトロは直感し、父なる

目に見える仕方で主イエスは輝い

す。主イエスは何者であるのか。

におられます。空を見上げれば太

復活の主イエス・キリストはここ

のでありました。
変わることなく、

うに、再び弟子たちの前に現れた

エスは山上で光り輝いて現れたよ

それでも、あの復活の朝、主イ

をこう書いたそうです。日も沈ん

語の古い物言いでは、
「たそがれ」

子」とつけました。もともと日本

今日の説教題に「誰そ彼の御

と、輝きがあると思うのです。

を見張らなければならない美しさ

命を受けた私たちだからこそ、目

す。ここにこそ、十字架によって

ている弟子たちに、主イエスはこ

で見たエリヤについて疑問を抱い

です。下山する途中、先ほど山上

とを、弟子たちは理解できないの

い、十字架に向かう主イエスのこ

問題が湧き上がります。輝きを失

再び主イエスが何者なのかという

陽が沈んで見えなくなるように、

しかし、山を降るとともに、太

聞きながら、
歩んでいきましょう。

の中から、御子主イエスの言葉を

聞け」
。私たちの周りのあらゆる声

「これはわたしの愛する子。これに

として歩み出したいと願います。

ださった言葉に聞いて、新しい人

つつ、神が私たちに語りかけてく

ストは輝いておられます。見上げ

上げれば、そこに必ず復活のキリ

陽があるように、私たちが天を見

いことだ。ただそう思った。口を

イエスはこの山を降って行く先は

で人の顔の見分けがつかない時間

う言いました。
「それなら、人の

天の声、響く所を見上げながら。

ご自分の進むべき道を進むなら

たかと思うのです。なぜなら、主

瞬間は離れがたいものではなかっ

また主イエスにとっても、この

中にペトロは立たされたのです。

におれなかった。そういう至福の

ついて出た。考える前に賛美せず

十字架だからです。山を降って、

帯、
姿は見えても顔が良く見えず、

子は苦しみを重ね、辱めを受ける
ば、必ず待っているのは十字架の

た

誰なのかわからない相手に「誰そ

自分が今ここにいるのはすばらし

そう言ったと書かれています。考
とを口にしたのでしょう。ああ、

されたのです。

わたしたちがここにいるのは、す

子たちにとって、最高の瞬間であ

ことは、これを目撃した３人の弟

山上で主イエスの姿が変わった

マラキ書３章 節～ 節
マルコによる福音書９章２節～ 節

ったと思います。ペトロが代表

い姿であった。しかし、その輝き

19

主イエスの姿にこそかかっていま

狩野進之佑

してこのように言います。
「先生、

教
説

既にご存じの方もあると思いま
の執行」ということが挙げられま

こととして、
「真の説教と聖礼典

教会が教会であるために大事な

任されるわけですから、教会にと

ば、それに加えて聖礼典の執行が

る資格です。正教師・牧師になれ

けています。実質的には説教をす

は「伝道の准允」というものを受

マルコ福音書を通読しています

公示されています。普段の説教は

た。既に説教課題など一部課題が

の面接で行われることになりまし

ため、レポート提出とリモートで

今年度の正教師試験はコロナの

と聖礼典が執行されている教会に

すが、私にとって今年度は正教師
す。もともとは宗教改革の時代に

って正教師とは「真の説教と聖礼

問題でした。この問いに対する答

試験を受ける年です。現在はこの
言われたことです。カトリックと

かりやすいのでしょうけれども、

文書のタイトルの通り「伝道師」
いう教会組織に属していることが

が、５月第５週と６月の説教はこ

ついて、はっきり真の教会と認め

という立場でありますが、正教師

典の執行」を担保する存在と言っ

の説教課題の箇所を取り扱うつも

えとなる言葉です。私たちの属す

試験に合格すれば、
晴れて私も
「牧

教会の要件であった時代のこと。

てよいかと思います。少なくとも

りです。私の試験にお付き合いい

牧師・伝道師の違いの大きさは分

師」となります。牧師と伝道師の

そこから抜けたプロテスタントの

日本基督教団は、そういう資格を

ただくことになりますが、よろし

伝道師の書き込み

大きな違いは、
牧師には聖礼典
（洗

教会が、それでも自分たちが教会

教師に与えて各個教会に派遣する

くお願いします。 （狩野進之佑）

るものでありましょう。

礼・聖餐）の執行ができるという

であるということが何によって保

わけですから、教師によって説教

る日本基督教団において、伝道師

点にあります。危険物取扱免許な

証されるのか、というのは重大な

り、コロナ禍の影響もあり、 人

かりづらいかもしれません。

どであれば甲乙での違いもまだ分

かも着席したままで。聖書朗読、

分。頌

ほどの出席だったでしょうか。そ

く、どうなるかと思っていました

だきました。状況はますます厳し

りました。今年も声をかけていた

が、コロナ禍のため結局中止とな

して声をかけていただきました

相模原キャンパス礼拝の説教者と

昨年のこの時期、青山学院大学

かれていました。皆マスクです。

開けられ、机にはアクリル板が置

大学の応接室は換気のため窓が

かったのかとビックリしました。

た。そんなにも電車に乗っていな

よ」と少し笑いながら言われまし

は更新しないと使えないのです

と、
「半年以上使っていない場合

ようにと願ってのことです。

験が、これからの人生の糧になる

て話しました。このコロナ禍の経

ジョン・ニュートンの転機につい

メイジング・グレイス』の作詞者

て説教しました。
月並みながら
『ア

「弱いときにこそ強い」と題し

わらなければなりませんでした。

た。一日も早いコロナ禍収束を願

き生きとしているように見えまし

たちは久しぶりのキャンパスで生

いとのことでした。それでも学生

ンラインと併用とならざるを得な

保できないそうです。そのためオ

避けて着席できるほどの教室が確

教概論などの必修科目は、三密を

チャプレンと話すと、キリスト

の生命線として守られています。

れでも礼拝はキリスト教主義大学

が、出かけることができました。

礼拝堂にあふれるほど学生が出

って祝福しました。 （岸 俊彦）

席していた頃もありました。７千
前奏５分、讃美歌は１節のみ、し

人の学生が青山キャンパスに移

礼拝堂の扉は開け放たれ、間隔を

栄・祝福で２分。 時 分には終

説教と祈りを合わせて

つもは自動車のことが多いので、
パスモの残額が不足するはずがあ

30

開けての着席です。 時半開始、

りません。訝しげに駅員に尋ねる

13

50

半月ほど前に電車に乗ろうとし

11

たら、改札口でピンポーンと鳴っ
てシャットアウトされました。い
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新型コロナの変異ウイルスの拡

ます。どうかコロナで命を脅かさ

取り組んでいることに頭が下がり

んななかでもできることを考え、

うことが多いとは思いますが、そ

るなかで暮らしていかなければな

ればよいのか、いつまで制約のあ

ばれています。自分があと何をす

染は拡大し、医療崩壊の危機が叫

いるのがわかります。それでも感

して刈り取ることができるような

し、神様の御心のままに蒔き、そ

どもたちはそのひと時ごとに成長

うに日々を変わらずに過ごし、子

しています。私たち人間も同じよ

来年のイースターに、また皆で

れず、子どもたちがすこやかに教

笑顔をもって礼拝に集い、神様の

大が懸念されている中、礼拝を守

込んでいる人への対応がこれから

復活を祝うことができたらと願っ

心もちで生きていくことができる

は大切になってくると思います。

ています。お互いに心と体の健康

らないのか、気持ちが塞がること

私事ですが、４月から週２日勤

この原稿を書いている今、我が

に気を付けつつ日々を感謝して過

会学校で学ぶことができるように

務の仕事に移り、平日の日中に街

家の庭は、シルバー人材センター

り続けられていることに感謝で
子どもにも感染しやすいとの報道
中に出る機会が多くなりました。

の人に庭木の手入れをしてもらっ

ようにと思います。

もあり、小学校で教育に携わって
皆きちんとマスクをし、どんな施

も多いと思います。精神的に落ち

いるものとして特に気をつけなけ

設でも手指の消毒や検温などが普

ごしていきましょう。
（大友太郎）

と願うばかりです。

ればと思っています。大人の１年

ています。コロナ禍の中でも木々

す。ただ、今回の変異ウイルスは

間と子どもの１年間では、その経

通になされていて、この１年間で
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験とかけがえのなさは全く異なり

▽定足数ちょうどの出席者で、無事教会総会が持
てました。新長老も選ばれ、新年度の本格始動
です。
（沢田）

は変わらず成長し、新たな芽を出

○初夏の集い 6 月 27 日（日）
説教・講演 種房正勝・惇子牧師夫妻

コロナとの付き合い方も定着して

○子どもの日合同礼拝

5 月 9 日（日）

ます。教会学校の先生方も気を使

5 月 23 日（日）
○聖霊降臨日

5 月 2 日（日）礼拝
○ＣＳ教師就任式
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