この福音書によってキリストの生

いたと伝えられていることです。

は、彼がマルコによる福音書を書

マルコについてより重要なこと

え忍ぶのです。礼拝を止めてはな

証人として、私たちは最後まで耐

を注ぐのです。復活のキリストの

りません。目に見えないものに目

ご計画とその御業を見なければな

目を覚ましてしらふで神の必然と

妹の交わりが広がっていました。

涯がつまびらかになりました。マ

りません。祈ることを止めてはな

がパウロの第２伝道旅行のきっか

タイ、ルカ、もしかしたらヨハネ

万物の終わりは迫っています。

も、マルコによる福音書を下敷き

りません。賛美し続けるのです。

けとなるのですから不思議です。

にそれぞれの福音書を書きました。

御言葉に聞き従い続けるのです。

『神のまことの恵み』

彼はエルサレム教会の指導者でし

教会同士に対立があり、教会の

大胆に御言葉を語り続けるのです

ワノです。やがてエルサレム教会

と教会の対立、教会に対する迫害

立がありました。さらには世の中

互いに挨拶を交わしなさい」
（５

俊彦

た。シリアのアンティオキア教会

中に対立があり、
また使徒の間で、

を離れ、パウロの第２伝道旅行の

がありました。それにもかかわら

イザヤ書 章１節～ 節
ペトロの手紙一 ５章 節～ 節

７月 日に発行する
『栄光』 号
の編集をしています。寄稿してく
ださった方は、
『栄光』の歴史と
自分の歴史を重ねて、
「それぞれ
の人生に神の備えあり」
「人と人

協力者となります。２人でギリシ

･ ）と勧めます。この「愛」に
ついて、ペトロは「これこそ神の

岸

の指導者がパウロとバルナバでし

弟子たちの間で、教会員の間で対

14

した。マルコとパウロとの対立が

彼の母マリアはエルサレム教会を

の同労者となりました。もともと

ました。彼はペトロの異邦人伝道

めにギリシャ語の通訳を必要とし

だったペトロは、異邦人伝道のた

伝えられます。ガリラヤ湖の漁師

マルコはペトロの通訳だったと

ャ世界の伝道に取り組みました。

で、キリストの福音はローマ帝国

教会が立てられてから、 、 年

って最初の教会であるエルサレム

します（５ ･ ）
。バビロンとは
ローマのことです。聖霊降臨によ

れてバビロンにいる人々」も登場

があるのです（ローマ
。
･）
この手紙の結びには「共に選ば

測り知ることのできない神の備え

さったご計画です。私たちからは

ありました。神が予め定めてくだ

ず、思いがけない信仰の広がりが

ーマ４ ･ 以下）
。

と死からの救いのおかげです（ロ

示された私たちの救いの計画、罪

ストの十字架の死と復活によって

信仰の広がりの中にいます。キリ

もマルコも、ローマの人々も、そ

と平和」です。ペトロもシルワノ

なさい」と勧めました。信仰の広

「この恵みにしっかりととどまり

まことの恵み」と証ししました。

してパウロも、想像もしなかった

がりを生む「キリストによる恵み

バルナバとパウロとの対立ともな

の都にも伝えられ、信仰の兄弟姉

支える１人でした（使徒
･、
）
。バルナバの従兄弟でもありま

。それ
･、 ）

14

との出会いがあり」と書いてくだ
さっています。
「父である神があ
らかじめ立てられた御計画」
（１
ペトロ１ ２
･ ）に基づいて、それ
ぞれの人生があります。思いがけ
ない信仰の広がりがあります。
ペトロは手紙の結びでシルワノ
とマルコの名を挙げています。
この手紙は、
「忠実な（信仰の）
兄弟」シルワノが口述筆記しまし

牧師の書斎から…7

た。両教会を結びつけたのがシル

特集・
『栄光』800号記念
…………………2

（使徒４ ･ ）
。
ペトロは「愛の口づけによって

12 10

りました（使徒
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33
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。使徒言行録で
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私のターニングポイント

の歩みを決定づけました。

そう考えると、どうして他の教

会でなく、
経堂北教会だったのか、

と不思議な気持ちにもなります。

更に、そもそもキリスト教とはま

ていて『栄光』のファイルを見つ

に戻りました。引っ越し作業をし

昨年の春、牧師を隠退し、松本

か、全部が不思議なことにも思わ

して神学校に行くようになったの

いったんは会社に勤めた私がどう

て教会に行くようになったのか、

ったく縁のなかった私が、どうし

けました。私が経堂北教会に伝道

１９７９年まで４年間分の
『栄光』

を、私がいろいろな場所を通過し

知れません。私たちは自分の人生

ですから、話は逆であるのかも

れてきます。

でした。１９７６年５月号
（ 号）

ら、百合丘の開拓伝道が始まった

師として赴任した１９７６年春か

大澤秀夫

には私の就任の挨拶「堅固な素直

がちです。しかし、そうではなく

て行く、というようにイメージし

は最初の任地ですし、更に百合丘

ことに気づきました。経堂北教会

にとっての大きな通過点であった

質問をいただき、経堂北教会が私

の通過点がありましたか？」との

今回、
「あなたにはどんな人生

日曜日から毎週、日曜学校に通う

をもらいに行った私が、その次の

リスマスに起こりました。お菓子

ると、そのことが小学６年生のク

実際、私自身の生涯を振りかえ

いく、それが人の生涯なのです。

転換し、新しい世界へと導かれて

そのことによって私たちの人生が

伝道所時代を合わせると 年間を

されています。

逆に、誰かが私を通過して行く。

さ」が、７月号（ 号）には「神

263

の作品」という最初の説教が掲載

265

あり、その経験が私の牧師として

牧師としての養いの場所、苗床で

る通過点ではなく、その後の私の

過ごしました。経堂北教会は単な

通過点だったのです。

ません。私こそが、イエスさまの

エスが私を通過されたに違いあり

ようになりました。あの時、主イ

16

（2）
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『栄 光』
800号記念
この数字は何かを達成した記録ではなく、

通過点の１つです。

休刊することなく、発行し続けて来られたのは

いつも神様が共にいてくださったから。

そして、皆さんからの原稿があったからです。

『栄光』は皆さんにとってどのような冊子ですか？

また、皆さんにはどんな人生の通過点がありましたか？

戦々兢々でした。愚かな私！
岸牧師は、
「そうか…大変だな。
でも教会は神のもの。いい時も悪
い時もある。キリストが救いであ
ることには変わりないし…」と、

信仰のひろがりに感謝

的な土地柄です。そのような社会

で、深い聖書理解と愛とユーモア

あふれる教会員には励まされまし

た。また、同和地区の友らの差別

される側の怒りと悲しみをつぶさ

亡くなった父が「
『栄光』の原稿

て、半世紀前になるでしょうか、

『栄光』の原稿依頼をいただい

て決定的なことになっています。

さ」を知らされたことは私にとっ

に見聞きし、
「一人一人の存在の重

た。頑なな自分から一歩外に押し

力強く慰めてくださったのです。

出されたような気がしました。『栄

長老の奨励などで専門性の高いお

も関係がこじれたままでした。

はなじめず、栗平教会の長老会と

か、神奈川連合長老会の牧師会に

連合長老会への愛着が強すぎたの

栗平に遣わされた当初、私は西部

ストの救いは変わらんでしょ！」

別の声が「だから何なの？ キリ

っとの間フリーズ
（笑）
します。
が、

てない？」と超保守的な私はちょ

います。時に、
「神中心からずれ

気合が入っている編集だな、と思

集記事」でも輝いているな、毎回

さて、『栄光』
は２面～４面の
「特

かにするかけがえのない時でした。

基をおいた人生の旅の始まりを確

た恵泉女学園と共に、キリストに

に与えられました。それは卒業し

ど、恵まれた学びと交わりを豊か

ャンプ、修養会、日曜学校奉仕な

性的な友との聖書研究やワークキ

青年会時代に私は良き牧師や個

会、講演会で多くを学びました。

「原発」
「ＬＧＢＴＱ」などの勉強

のボランティア、
「バルメン宣言」

きました。東日本大震災被災地で

教会員と共に様々な取り組みがで

温かくおおらかで真直ぐな信仰の

心にすとんと落ちる言葉でし

ック）を開く ワクワク感！」

を頼まれた」と真剣に机に向かっ

話を聞くことができました。

「月末に レタ・パ（レターパ
これは、
『栄光』誌の執筆・編集・
光』が与えてくれた牧会者の言葉

ていた姿を懐かしく思い出します。

１９９１年、
札幌北一条教会へ。

印刷・製本・発送に関わるすべて
は、今でも私の支えです。

結果、７月予定の就任式は９月

１９７５年、日本キリスト教会

２００６年、函館相生教会へ。

に延期。転出者も続出の事態に、

と応える。一人信仰問答状態（暇

２０２０年、 歳で久野が牧師

かなりへこんでいました。
「…とい

か！）

年前、奈良県の御所教会から

の方々への感謝の五七五です。

久野真理子

『栄光』のプレゼント
髙橋圭子

栗平教会牧師
うわけで恐縮ですが『栄光』
、送

15
り牧師会」でしばしば「冗談」で

悪すぎだぞ～」と 年前の「もよ

旧姓）
、お前って、ホントに評判

先生からは「カタオカ～（私の

？」
と岸牧師にお願いをしました。

付部数を減らしてくださいますか

の説教を、
『栄光』は私にもプレ

礼拝らしいが）彼らの聴く御言葉

せん。
（今は広島で、オンライン

家族が与えられたからかもしれま

ました。経堂北教会の中に新しい

説教を読むのが特別な喜びになり

私事ですが数年前からは、巻頭

の信仰者でした。

音堂」電器店のご夫妻は筋金入り

心した」という養鶏業の方や「福

ストさんにお世話になることを決

「村八分になることを覚悟でキリ

後平野にあり、究極の農村です。

と結婚しました。教会は福岡県筑

犬塚教会の久野牧（のぞむ）牧師

ました。また世界の様々な地で信

ことを教えてくれるものでもあり

なっていたこと、見落としがちな

報は刺激的です。自分が見えなく

にとりまして、
『栄光』からの情

長いこと、地方の教会にいた私

で応援牧師として仕えています。

を引退し、現在は佐賀めぐみ教会

は新鮮なものがあります。感謝。

仰に生きる兄弟姉妹たちの生き方
言われたお小言を今度は「マジ」

１９８２年、徳島教会へ。保守

ゼントしてくれています。

78

で頂戴する羽目になるのか、と
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とこしえのいのち
りました。コヘレトの言葉３章
「天
の下の出来事にはすべて定められ
た時がある」（３ １
･ ）を思います。
昨年からは生活が大きく変わり
悲しみの内にいる人々がおられま

忘れ得ない日々のこと

小学３年。学童疎開が始まり、

の」と一蹴されてしまった。

私は、
「縁故疎開」ということで、

母の故郷・愛知県岡崎市の祖父母・

叔父・叔母に預けられた。学校は、

歩いて 分。麦畑を抜けて山の中

したが、光栄なこと、また心待ち

への原稿依頼をいただき戸惑いま
叉神経痛に苦しみ、面会も出来な

し、手術の後は顔面帯状疱疹、三

延命を一番願った夫が自宅で転倒

りました。
長女が脳幹出血の折に、

（第２次世界大戦）では、危うく

むことがある。私も、太平洋職争

配した、という話を聞いたり、読

ひょっとした偶然が、人生を支

な山の山頂にあり、歩いて 分。

始めた。４年時の小学校も、小さ

岡崎市で親子３人、新たな生活を

屋の両親が戦災で家を失い、
私は、

１９４５年（昭和 ）３月。名古

すが、私の身上にも劇的な事が起

にして毎号恵贈いただくこと嬉し

１９３６年、名古屋市で生まれ

２度、命を落としそうになった。

の総代を務める家で育ち、仏教的

いました。熱心な仏教徒で菩提寺

は共に教会生活することを願って

参加したようです。それ以後、私

その時同行した夫は初めて礼拝に

一先生より洗礼を授けられました。

マス現在籍の日野台教会で藤本陽

暦の歳でした。１９６０年クリス

徒信条を音読し式に臨みました。

洗礼式を」と仰り、夫の枕元で使

た。先生は「可能なら今から病床

散に日野台教会向って走りまし

くても永遠の生命を信じて、一目

スト者として地上の生活は出来な

私に教会行きを促しました。キリ

け意識もはっきりする時があり、

た。在宅１週間内１日だけ目も開

へ行く前に一度帰宅が許されまし

バチカン広場で、私の通った幼

らである。

て手を振り、大群衆がどよめくか

王が、何度となく居室の窓を開け

民・外国人に向かって、ローマ法

案内した。広場を埋め尽くした市

必ず、日曜は、バチカンに連れて

ローマ支局当時、来客があれば、

幼稚園に通った。後年、
読売新聞・

ごし、幼稚園は、近くの聖マリア

た私は、小学２年まで名古屋で過

家が焼夷弾で丸焼けになった。２

１度目は、親子３人で住んだ借

に、私たち親子は、２度、空襲に

４月から敗戦８月までの４ヵ月間

らであり、
明確に記憶にあるのは、

いうのも、殆ど授業がなかったか

舎での授業は、思い出せない。と

だが、 年４月からの、この校

は、
愛知学芸大学の校舎となった。

しい鉄筋コンクリート造りで、今

当時の地方の小学校としては、珍

されることを実感しています。歓

様は人知を超えた不思議なみ業を

幾年かは惰性のようでしたが、神

をより確実にするためには受洗を

月号の岸先生の文章に
「天国行き」

日後召天致しました。
『栄光』３

「信じます」と返事をしてその３

ら、
「随分、古めかしい派ね。別

園に通ったんだ」という話をした

カ人女性に、
「僕はこの派の幼稚

を多数見つけ、支局助手のアメリ

うことだった。

か命を支えることが出来た、とい

泥水を一晩中すすり飲み、どうに

母親と２人で、防空壕に溜まった

度目は、父親と離れ離れになり、

遭遇したことだった。

びも悲しみも慰めもいただくので

のキリスト教幼稚園は、なかった

いのち

宗教観でしたので、無理なことだ

〝とこしえのいのち〟を信じて。

稚園の先生と同じ服装のシスター

45

と拝読し、
慰めをいただきました。

とこしえ

と思いながらも「求めよさらば与

稲田牧師、役員の方にはっきりと

30

20

えられん」
（マタイ７ ７
･ ）を信
じて 年間祈り続けました。この

２０２０年は私の受洗 年、還

い入院生活が４ヶ月続きました。

腹にあった。

30

人が変ったようになって次の施設

永井清陽

く、拙稿のペンを執りました。

思い掛けず、
『栄光』 記念号

前田佳子
800

60

すね。それにも時があることを知

60
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傘寿（満

歳）を生きて

80

杉本正和

聖歌隊の奉仕など。教会の機関紙
である『栄光』に教友の皆さんの
記事がその事を物語っています。
世の中、只今パンデミックの最
中にあります。私は去年の秋から
１年足らずで９人の親友の訃報を

号続いている冊子がどれだけ

あるかは正直分かりません。毎月

ファーストの人生です。神様を中

ました。教会ファースト、聖歌隊

夫婦で教会学校の教師陣に加わり

の夜学コースに通い、
翌年に受洗。

りました。家内は１年間、神学校

日から家族全員の教会生活が始ま

した。経堂北教会です。次の日曜

散歩している時に教会を見つけま

に転居。翌日、家族６人で近所を

人になって、１９７２年春に経堂

ました。１９６１年、東京で社会

スで男声合唱の讃美歌に魅せられ

化を受け、同時にチャペルサービ

と入学式で学長のメッセージに感

る事はない。どこまでも神様に鍛

在が消える事ほど、打ちのめされ

い事、叫びが叶わず、その人の存

って下さい。助けて下さい」の願

杯出ます。
「神様、明日の命を守

なる人との別れは悲しい。涙が一

身近になりました。それでも亡く

故で召天しました。爾来、天国は

を失いました。家内も 年前に事

振り返って私は戦争で両親、妹

れば悲しさ、
辛さはひとしおです。

ず、不本意な別れです。親族であ

コロナ禍で病院のお見舞は出来

３人の方が天国に旅立ちました。

中でも今年になって近くの住宅で

という父の思いが伝わってきまし

れからも大事に残しておきたい、

と取ってあっただけではなく、こ

年分の合本を頼まれました。ずっ

ないか」と、あるとき『栄光』

れを寛子の会社関係でお願い出来

でも父は違っていました。
「こ

せて便利」
という理由からでした。

会資料を書く時に「すぐに探し出

グをするようにしました。教会総

ってからは、年ごとにファイリン

に携わるようになり、委員長にな

位置づけでした。でも自分が編集

が発行する印刷物の一つ、という

した。私にとってこの冊子は教会

どこかに置いたままになっていま

てきても、目を通して、そのまま

若い頃は『栄光』を持って帰っ

んの「喜び・祈り・感謝」がある

原稿を読んだ時、そこにはたくさ

る方もいます。そしていただいた

た」と文章を書きはじめてくださ

の機会に考えてみることにしまし

てお願いしていますが「何を書い

こちらは勝手に？テーマを決め

月の原稿がとても楽しみです。

通して、その方のことが見えて毎

ではない人もいます。でも文字を

文章を書き慣れている人も、そう

よう、とみんなで話しています。

体の「その人らしさ」は大事にし

入れることもあります。しかし文

毎月校正作業を行い、多少手を

人史でもあります。

堂北教会史でもあり、教会員の個

ら個人消息まで、丸ごと一冊が経

『栄光』と共に歩む

執筆依頼をしてくださる岸先生、

そして書いてくださる方がいるか

ら続いている、奇跡のような一冊

心とした教会生活、毎週の礼拝で

えられる人生なのだ。 代になっ

た。合本を渡したとき、大切そう

ことに気づかされます。

だと思っています。冒頭の説教か

牧師の宣教、
聖書のみ言葉を聞き、

て「生きるのでなく、生かされて

に抱えていた父の嬉しそうな顔が

受けました。今月で 歳になりま

信徒の交わりがどんなに恵まれて

いるのだ、神様の恵みの中にある

忘れられません。それ以来、自分

すが、 代には無かった経験です。

いる事か、楽しかった思い出しか

のだ」と気付くには時間が掛かる

にとってもこの冊子の見方（見え

父が亡くなって今年でちょうど

年。この 号は天国の父とも喜

びを分かち合いたいと思います。

800

「若い日に創造主なる神を覚えよ」

残っていません。長老会、百合ヶ

事なのか、信仰の道はいつまでも

方）が変わったように思います。

ていいのか分からないけれど、こ

丘への開拓伝道、教会学校、１泊

続きます。

沢田寛子

修養会、家庭集会、教会音楽祭、

今年で教会生活 年になります。
62

800

10

20

83

11

80

2021 年 7 月号
光
栄
（5）

70

データから振り返る『栄光』 号

１９７０年１月 号からタイプ

ＣＳ教師就任

い動機でしたが、ＣＳから始まっ

た私の教会生活はやがて受洗へと

月、伝道文書を目的に発行されま
全て教会で制作するようになりま

号からレイアウト、印刷、丁合と

教会学校に来る子どもたちを見

ちは大人のことをよく見ている、

ちが考えているよりも、子どもた

すが、よく言われるのは、大人た

導かれ、ついには献身の志まで与

した。その年の４月伝道師に就任
した。パソコンと印刷機の進歩の

ると、かつて自分が通っていた時

ということです。ＣＳ奉仕のこと

フセット印刷、２０１４年４月

した十時英二先生が編集責任者
おかげです。何よりもプロの編集

のことを思い出します。小さい頃

を考えるとすぐに思いつくのは子

これは私自身の経験でもありま

兄さんお姉さんの姿です。幼い私

教師をしていた大学生ぐらいのお

強く印象に残っているのは、ＣＳ

ではありません。私の記憶の中に

いるのは歳の近い子どもたちだけ

しかし、そうした思い出の中に

に支えられ、また恵みを受けてい

ます。ですから、私たちが御言葉

ど養われているのかをよく見てい

語る言葉に自分たち自身がどれほ

れども、子どもたちは、私たちが

以上に大切な業はありません。け

年たちでした。教会において説教

はそれだけではないことが思い起

にとって彼らは憧れの存在でし

る姿も証しになるのです。私たち

礼拝堂を探検したこと、夏のキャ

た。少しでも憧れの人たちと同じ

の口を通して語られる言葉と振る

執筆者は１７９３人、延べ９８

あまり気乗りしなかったのです。

になりたくて、
「主の祈り」を覚

舞いが伝道になり得ることをいつ

こされます。私が見てきたのは、

えたり、讃美歌を大きな声で歌っ

も心に留めながら、ＣＳ教師とし

ンプや降誕劇の思い出など楽しい

てみたり、説教を聞いているふり

ての働きに励んでまいりたいと思

０１人です。
執筆回数は次の通り。

これから出そうとする月報に『栄

（岸 俊彦）

をしていました。そうすれば決ま

です。お世辞にも立派とは言えな

います。

心から教会生活を楽しんでいる青

光』の名は些か重すぎると思えた
からです。けれどもよくよく考え
た末、神の栄光は私たちの最も卑

（信徒・敬称略）
永井清陽
86 回
宇田川潔
82 回
沢田寛子
76 回
尾藤美紗子 61 回
杉本正和
56 回
田中 暁
53 回
有賀四郎
53 回
江幡園子
46 回
大西 順
42 回
志磨恭子
41 回
978 回
779 回
186 回
157 回
53 回
51 回
51 回
48 回
44 回
44 回
（教師）
四竈 揚牧師
岸 俊彦牧師
大澤秀夫牧師
村田正亮牧師
上野峻一牧師
久保哲哉牧師
田邉優子牧師
片岡宝子牧師
鈴木賛美牧師
狩野進之佑伝道師

しいところに顕されると思ってそ

えられました。

で、３段組ガリ版刷り、６ページ
者がいたからです。毎月最終日曜

はただ両親に連れられるままに礼

どもたちへの説教でしょう。しか

菊地信行

でした。１ページ目は村田正亮牧
日は礼拝後編集委員会、その後、

拝と分級に出ていました。この原

し子どもたちを見る度に、伝道と

全部使って伝える

師の宣教「聖なる苦祷」
（マルコ
印刷、月曜日に丁合、第１日曜日

稿を書いている今でもすぐに思い

42

う決定しました」
（１９９６年７
月 号）
。

『栄光』第１号誌面

って嬉しそうに笑ってくれるから

ものばかりです。

問安委員会が郵送します。

出されることは、
分級の外遊びや、

713

印刷、１９９３年２月 号からオ
460

195

までには発行されます。その後、

『栄光』第１号は１９５３年７

800

･ ～ ）でした。
誌名の由来について十時先生が
32

記しています。
「実は私自身は最初

14
500
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接が終わり、皆さんに協力してい

ものです。６月の間に教区との面

関係で、何度か出かけたくらいの

の生活をしています。正教師試験

が、相も変わらず家にこもりきり

緊急事態宣言は解除されました

た覚えがあります。いつまで経っ

かなり戦々恐々としながら過ごし

ずっと優秀な人もいましたので、

求められた人の中には、私よりも

しで通過できました。書き直しを

だったのか、幸運にも書き直しな

課題を採点した方がおおらかな人

でした。補教師試験の際は、私の

られます。補教師試験の際も同様

っそうの注意が必要になりそうで

年は紙ゴミを出すときには、い

要はなさそうですが、その分、今

やってこないことを不安に思う必

き直しを食らうでしょう。課題が

で、今回はおそらく間違いなく書

ろしくありません。そういうわけ

がらそちらの出来が説教以上によ

が出ているのですが、恥ずかしな

今回は説教課題以外に二つ課題

に張り出すと思いますので、子ど

る予定です。いつも通り掲示板

Ｓだより』の夏休み号が拡充され

けれども……。
ともかく今年も
『Ｃ

すので致し方ないことであります

重点措置が出ている中でもありま

うことになりました。蔓延防止等

ャプは残念ながら今年も中止とい

わると思いますが、夏期学校とキ

す。月報の長老会報告などでも伝

話は変わって教会学校のことで

たいところです。

ただいて、二度ほど説教で取り扱

ても書き直しの課題が届かないの

す。正教師試験の課題関係は９月

もたちのためにお祈りいただけた

られたものです。

わせていただいた正教師試験の課

で、気がつかないうちに、うっか

頃まで続きますが、なんとか首の

ら、
幸いです。

ない場合は書き直しの提出が求め

題についても、とりあえずの提出

りいらない紙ゴミと一緒に捨てて

皮一枚でも繋げて乗り越えていき

目の前にいるのですが…。面会時

伝道師の書き込み

が終わりました。

しまったのではないかと不安に駆

が悪いのか、相手が悪いのか、パ

間も予約して 分と限られていま

の人に教えてもらうわけにはいき

くなることがあります。しかし隣

危篤の方を見舞ったとき、病室

タバタしてしまいます。

悪いのか、よく分からないままバ

オンライン会議の出席者が、「そ

１人祈ることの大切さを感じさせ

す。それだけに、その方を覚えて

（狩野進之佑）

し、画面上にも出ます。それでも

ソコンの調子が悪いのか、回線が

このところ毎日のようにオンラ

ません。他の出席者もいるのに１

に入ることは出来ず、画面越しで

れまで毎週礼拝に出席していたの

課題は採点されて、基準に満た

どこを説明しているのか分からな

イン会議です。時間の調整がしや

人で「すみません、どこのページ

聖書を読み、祈りました。オンラ

できません。誰かの発言中、ちょ

やりを入れたり冗談を言ったりは

終わってから次の人の発言、と横

議が続きます。原則１人の発言が

ではありません。
画面が消えたり、

に全員の顔がいつも出ているわけ

れます。出席者が多ければ、画面

るのは慣れましたが、さすがに疲

マイクを身につけて会議に参加す

座る相手は、顔はもちろん、全身

することはできません。車椅子に

ともあります。直接手を触れたり

シート越しに話しかけ、祈ったこ

りました。１枚の大きなビニール

霊がつないでくださると信じて祈

インで繋がっているのですが、聖

を越えて伝わってきました。
（岸）

そうです。その感動がオンライン

許され、聖餐に与ることができた

していたそうです。連絡し出席を

先に教会があり、そこでは礼拝を

い」と話しました。たまたま仕事

に、この１年１度も出席していな

られています。

すい、往復の時間も必要ない、交

ですか」とは言い出せません。

っと隣の人とおしゃべりとはいき

なぜか音声が途切れたりと、自分

画面を見ながら、イヤフォン、

ません。資料は事前に手元にある

ですから、多いときは１日３回会

通費もかからない、と便利は便利
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対応をしながら、具体的に決めら

れていること、行事計画が柔軟な

コロナ禍の中でも礼拝を守り続ら

った方々の信仰の、人生の一端が

は教会の歴史とともに、教会に集

重み、大切さを感じます。そこに

『栄光』８００号。積み重ねの

ますように。

しみです。実り多き良き時となり

お話を伺うこと、再会がとても楽

お導き、伝道への篤い思いなどの

教会員の間でもワクチン接種を

す。

事に合格されますようと祈りま

られ、召命感をもって導かれ、無

が主の福音伝道のために祝され守

での試験になるとのこと。お二人

年。オンライン面接で、レポート

地神学生は補教師試験に臨む今

狩野伝道師は正教師試験に、菊

主の憐れみは決して尽きない。そ

「主の慈しみは決して絶えない。

りを信じ、励ましあって。

合うことが出来る時まで主のお守

と気兼ねなく集い、喜びを分かち

てまいりましょう。大切な人たち

粛生活です。もうしばらく頑張っ

お互いを守るために続けてきた自

23

新年度がスタートして２ヶ月、

れつつあることに感謝です。
あるのですね。原稿を書くことは

３ ･、 ）
。

（小嶋幸子）

れは朝ごとに新たになる」
（哀歌

「教会夏の集い」では種房正勝・

リンピック開催、変異種など、ま

された方が増えてきています。オ

だまだ心配な要素はありますが、

苦行ですが、それぞれのお人柄を
表す文章を読むのは毎月楽しみで

惇子牧師夫妻がご奉仕くださいま

す。そして昔の『栄光』を再読し、

す。ご夫妻は１９８８年から 年
間経堂北教会に在籍されました。

少しでも安心して過ごせるように

説教「共に祈ろう、信仰があなたを救う」
サムエル下 24：1 ～ 17、ルカ 5：17 ～ 26
種房正勝牧師（上野教会）
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それぞれの証し、歩みに新たに心

さま、これからも宜しくお願いします。
（酒井）

その後、上野教会で牧会されるに

すべき 800 号に携わることができて感謝です。皆

なりますように。自分を、そして
▽『栄光』の原稿を初めて書いたのは 31 年前。記念

動かされる私です。

講演「律法主義がもたらすもの－旧約時代の律
法と新約時代の律法完成を通して－」
マタイ 5：3 ～ 12
種房惇子牧師（上野教会）

至るまでのお二人の歩み、神様の

○教会夏の集い
7 月 11 日（日）10：15 ～ 13：00
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