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先日、めじろ台シオンチャペルを訪問しました。和

田佳士牧師ご夫妻とお交わりする恵みの時を得まし

て、本当に勇気と元気を頂きました。 

その時に、新会堂を献堂された直後でしたので、館

内を色々と詳細に案内して下さったのです。中でも 1

つ、大変感動したことがありました。それは、納骨の

方法でした。この教会では、納骨室を用意なさる予定

で、これから棚をお入

れになります。どうい

う収納をなさるのか、

ということは、大変興

味深いところでした。

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
粉骨の納骨！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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すると、初めて！！「粉骨」という形状で、納骨をな

さるのを、実際に見せて下さったのです。 

銀パックの中に、粉骨したご遺骨が入っているので

す。しかも、ご遺骨全部！！でした。京都では各部分

をピック Up して収骨します。なので、そのほとんど

が、共同埋葬へ回されるのです。納骨堂のスペースの

問題から、そうせざるを得なかったのです。でも、東

京は、全遺骨を持ち帰らないといけないのです。する

と、骨箱はいきおい、大きなものになります。やはり、

納骨する場合は、かなりスペース的な問題が生じます。 

でも、粉骨にしますと、京都福音教会の骨箱よりも

遥かに小さくなります。また、全遺骨を引き取ること

ができます。これは！！と、これから会堂を建設する

者にとりましては、大変大切なこととして、受け止め

ました。粉骨しますと、散骨もできます。もちろん、

分骨もできます。大きな発見を頂けて感謝でした。 
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201９年１１月２４日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『ナアマンの信仰』 

説教者：今井直喜 

 

聖書箇所 列王記下5.6-14 

5:6 彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこには、こうしたためられてい

た。「今、この手紙をお届けするとともに、家臣ナアマンを送り、あなたに託しま

す。彼の重い皮膚病をいやしてくださいますように。」 

5:7 イスラエルの王はこの手紙を読むと、衣を裂いて言った。「わたしが人を殺し

たり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけていやせ

と言う。よく考えてみよ。彼はわたしに言いがかりをつけようとしているのだ。」 

5:8 神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を遣

わして言った。「なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男をわたしのとこ

ろによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。」 

5:9 ナアマンは数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立

った。 

5:10 エリシャは使いの者をやってこう言わせた。「ヨルダン川に行って七度身を洗

いなさい。そうすれば、あなたの体は元に戻り、清くなります。」 

5:11 ナアマンは怒ってそこを去り、こう言った。「彼が自ら出て来て、わたしの前

に立ち、彼の神、主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病をいやしてくれる

ものと思っていた。 

5:12 イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良い

ではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。」彼は身を翻して、憤

慨しながら去って行った。 

5:13 しかし、彼の家来たちが近づいて来ていさめた。「わが父よ、あの預言者が大

変なことをあなたに命じたとしても、あなたはそのとおりなさったにちがいありま

せん。あの預言者は、『身を洗え、そうすれば清くなる』と言っただけではありま

せんか。」 

5:14 ナアマンは神の人の言葉どおりに下って行って、ヨルダンに七度身を浸した。

彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。 
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《癒しを期待して王宮を訪れるナアマン》 

ナアマンは自身が抱える重い皮膚病をいやしてくれることを期待して、主君の手紙

を携え、イスラエルの王を訪ねる。重い皮膚病をいやすほどの力をもった預言者で

あれば、王が知らないはずはないと考えたからである。ところが、イスラエルの王

は、戦争の口実を作るための言いがかりだと恐れる。 

 

Cf) 列王記下5:7 イスラエルの王はこの手紙を読むと、衣を裂いて言った。「わた

しが人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送り

つけていやせと言う。よく考えてみよ。彼はわたしに言いがかりをつけようとして

いるのだ。」 

 

《神の人に会えず怒るナアマン》 

イスラエルの王から、神の人エリシャの居場所を聞いたナアマン一行は、さっそく

エリシャの家に向かう。しかし、彼の思惑に反して、エリシャは顔を見せることな

く、使いをやって、ヨルダン川に身を浸すようにと語る。予想外の対応にナアマン

は怒って帰ろうとする。 

 

Cf)列王記下5:11 ナアマンは怒ってそこを去り、こう言った。「彼が自ら出て来て、

わたしの前に立ち、彼の神、主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病をいや

してくれるものと思っていた。 

 

《重い皮膚病がいやされるナアマン》 

自分が考えていたのとは異なるエリシャの対応に怒って帰ろうとするナアマンを

家来がいさめる。考えを変えたナアマンが言われたとおりにヨルダン川に七度身を

浸すと、重い皮膚病が嘘だったように、体は完全に元に戻って清らかになった。 

 

Cf) 列王記下5:14 ナアマンは神の人の言葉どおりに下って行って、ヨルダンに七

度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。 
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（メッセージ・ポイント） 

① 感情に流されて、（    ）を失ってはな

らない。 
 

Cf) 列王記下 5:12 イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパル

パルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。」彼は

身を翻して、憤慨しながら去って行った。 
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② 聖書の語る神様は、私たちに最も（   ）

を与えてくださる。 

 

Cf) 列王記下5:15 彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に来

て立った。「イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かり

ました。今この僕からの贈り物をお受け取りください。」 
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3 分間メッセージ集（藤林邦夫） マリアのこと 

 

クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする時であります。 

このクリスマスでは、イエスを生んだマリアについて語られることが多くあ

ります。マリアという名は、ヘブル語ではミリアムです。これがギリシャ語に

なってマリアというのですが、英語ではマリーで、多くの娘さんがマリーとい

う名をつけております。私たちの教会にもマリアという姉妹がおられますが、

いつも笑顔の絶えない感じのよい高校生です。 

 

さてこのマリアが、カトリックでは崇められ、聖母となり、中世では「貴婦

人」という呼び名になりました。マドンナというのがそれです。フランス語で

は、ノートルダムといいます。カトリック系の学校ではその名をつけたのがあ

ります。 

 

聖書のマリアは二つの点ですぐれた信仰者でありました。 

第一は、神への従順です。受胎を告知された時は、驚き恐れ、どうしてそん

なことがあり得ようかと心騒いだのです。しかし主のみわざのあらわれと知っ

て、心から従いました。「わたしは主のはしためです。お言葉どおり、この身に

なりますように」（ルカ伝 1：38） 

 

第二は、神への讃美です。「わが魂は主をあがめ、わたしの霊は救い主なる神

をたたえます」と心の底から主を讃美しています。（ルカ伝 1：46，47） 

この歌はマグニフィカート讃歌といいます。マグ二ファイ、拡大するの原語、

ギリシャ語はメガルノーで、原爆クラスの大きさを示すメガトンの語源です。

マリアは原爆クラスのさんびを捧げたのです。 

 

クリスマスには、マリアのように、我が身になされた奇しきみわざを覚えて、

大いなる讃美を捧げる者でありたく願います。 
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★今週の予定 

2019年11月28日(木)  BLD祈祷会 アバハウス2階 19:30- 
今週も主の語り掛けと御業を期待して集い、共に祈りましょう。 

 

★礼拝のご案内 

 日曜日   教会学校・New Creation Seminar 9：30− アバハウス3階 

       聖日礼拝  11:00- アバハウス1・2・3階 

       手話礼拝  11:00- アバハウス1階(第三週目の聖日礼拝) 

       支援礼拝  13:30- アバハウス2階 

       ろうあ者学び会 14:00- アバハウス3階（第三週日曜日） 

木曜祈祷会 19:30- アバハウス２階 

 

★11月の予定 

 24日(日)  聖日礼拝 アバ 11:00− 今井直喜師 ※イザヤ師：Bugio 

ミラクワ定期練習 アバ2階 15:00-  

 27日(水)  ミラクワ定期練習 アバ2階 10:00-  

 28日(木)  BLD祈祷会 アバ2階 19:30-   

🎄クリスマスのイベント 
 12月8日(日) 京都ミラクルズクワイア クリスマスライブ in ゼスト御池 
     15時～・16時～ 
 12月22日(日) クリスマス礼拝 in ハートピア京都大会議室 11時～ 
         京都ミラクルズクワイア、マプナ等が出演！ 
     クリスマス ポトラックパーティ 13時～ スペシャルゲスト登場！  
 12月24日(火) イブ礼拝 キャンドルサービス  19:30- アバ2階 
 12月25日(水) 10:30- キッズ・ブラウン成果発表会＆クリスマスパーティ 

 京都中央チャペル (αββα－HOUSE) 
〒604-0845 京都市中京区烏丸御池上る二条殿町540 

Tel: 075-229-3058 Fax: 075-229-3059 
  http://www.chuochapel.com 
    郵便振替 ０１０９０－３－５２９２２ 名義：京都中央チャペル 

◆2019年11月21日(木)の祈祷会出席者数   ≪合計19名≫ 
◆2019年11月17日(日)の礼拝出席者数  ≪合計52名≫ 

  CS…6名 礼拝…23名 ズーム…10名 支援…13名 
名 
 


