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先週の日曜日は、京都ミラクルズクワイアのゴスペ

ルライブが、ゼスト御池のコンコースにおいて行われ

ました。15 時からと 16 時から、2 回公演されまし

た。各回、およそ 60−70 名ほどの方々が、椅子に

座ったり、立ち見をしたりと、楽しんで下さいました。 

クリスマスの時季に、こうしたイベントをするのは、

とっても意義深いものだなぁと、改めて実感しました。 

歌いながら、フト会衆を観ていますと、昔からのお

知り合いの方がおられました。また、随分と大きく成

長したお子さんも、見

受けられました。普段

お会いできない方々

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
総結集！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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ですが、こうした機会に、ゴスペル、つまり福音の恵

みに触れて頂けるのは、幸いなことだと実感しました。 

歌そのものも、相当レベルアップしている！と PA

を担当して下さっていた方が、びっくりしておられま

した。久々に PA をして下さったので、その変化の

度合いが、より一層深く感じ取れたそうです。 

また、録画したものも、外に出しても、全く問題な

いレベルになりました。コツコツと練習を積み重ねて

来たことが、見事に結晶したことを感じたのです。 

こうした舞台というのは、隠しようがないものです。

ある方は、早出して、練習をなさいました。おかげで、

本番は、しっかりと声を出しておられました。その他

にも、自主的に練習を積み重ねて来られた方がおられ

ます。その成果も、如実に現れたのでした。 

いよいよ来週はクリスマス礼拝です。今年積み重ね

て来たことを総結集してお祝いしましょう！ 
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201９年１2 月 15 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『満願成就の神！』 

説教者：藤林イザヤ 

 

聖書箇所 ルカ伝1.5-25 

5 ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻は

アロン家の娘の一人で、名をエリサベトといった。6 二人とも神の前に正しい人で、

主の掟と定めをすべて守り、非のうちどころがなかった。7 しかし、エリサベトは

不妊の女だったので、彼らには、子供がなく、二人とも既に年をとっていた。 

 

8 さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、9 

祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香をたくことに

なった。10 香をたいている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。 

 

11 すると、主の天使が現れ、香壇の右に立った。12 ザカリアはそれを見て不安

になり、恐怖の念に襲われた。13 天使は言った。「恐れることはない。ザカリア、

あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子を

ヨハネと名付けなさい。14 その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。

多くの人もその誕生を喜ぶ。15 彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い

酒を飲まず、既に母の胎にいるときから聖霊に満たされていて、16 イスラエルの

多くの子らをその神である主のもとに立ち帰らせる。17 彼はエリヤの霊と力で主

に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、

準備のできた民を主のために用意する」 

 

18 そこで、ザカリアは天使に言った。「何によって、わたしはそれを知ることが

できるのでしょうか。わたしは老人ですし、妻も年をとっています」 

 

19 天使は答えた。「わたしはガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、

この喜ばしい知らせを伝えるために遣わされたのである。20 あなたは口が利けな

くなり、この事の起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現するわた

しの言葉を信じなかったからである」 
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《ザカリアの願いと答え！》 

ザカリアという祭司には長年の間子どもが与えられなかった！ 

→一生に1 回とも言うべき大切な務めをしていた時に、天使が顕現！ 

⇒神様がザカリアの願いに応えられたのにも拘わらず、信じられない！ 

 

ルカ伝1.21-25；57-64 

21 民衆はザカリアを待っていた。そして、彼が聖所で手間取るのを、不思議に思

っていた。22 ザカリアはやっと出て来たけれども、話すことができなかった。そ

こで、人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで、

口が利けないままだった。 

 

23 やがて、務めの期間が終わって自分の家に帰った。24 その後、妻エリサベト

は身ごもって、五か月の間身を隠していた。そして、こう言った。25 「主は今こ

そ、こうして、わたしに目を留め、人々の間からわたしの恥を取り去ってください

ました」 

 

57 さて、月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。58 近所の人々や親類は、

主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。 

 

59 八日目に、その子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと

名付けようとした。60 ところが、母は、「いいえ、名はヨハネとしなければなり

ません」と言った。61 しかし人々は、「あなたの親類には、そういう名の付いた

人はだれもいない」と言い、62 父親に、「この子に何と名を付けたいか」と手振

りで尋ねた。63 父親は字を書く板を出させて、「この子の名はヨハネ」と書いた

ので、人々は皆驚いた。 

 

64 すると、たちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。 

《王の言葉から星、夢の導きへ！》 

ザカリアは、にわかに信じられず、口を閉ざされることになった！ 

→確かに御告げの通り、エリサベトは身ごもり、出産の時を迎えた！ 

⇒エリサベトの「恥」は取り去られ大きな喜びに溢れた。  
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（メッセージ・ポイント） 

① 神はあなたの（      ）を 

かなえて下さる！ 
 

 

Cf)詩編20.5 

5 あなたの心の願いをかなえ、あなたの計らいを、実現させてくださるように。 

 

 

C f)ヨハネ伝15.7 

7 あなたがたが、わたしにつながっており、わたしの言葉が、あなたがたの内

にいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすればかなえられる。 
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② 主はあなたの（    ）を 

取り去って下さる！ 

 

 

Cf)イザヤ書54.4 

4 恐れるな、もはや恥を受けることはないから。うろたえるな、もはや辱めら

れることはないから。若いときの恥を忘れよ。やもめのときの屈辱を再び思い

出すな。 
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故大川修平牧師を偲んで……  藤林イザヤ 

 

2019 年12 月12 日早朝に、高知ペンテコステ教会の創立牧師である、大川修

平師が、天にめされました。享年、79 歳でした。 

 

師は京都福音教会で洗礼を受け、その後、高校の教師を経て、高知にて開拓伝道

に従事し、牧師となられました。今では、立派な会堂も建て上げられています。今

後は、三男の啓真牧師が、後継者として働きを進めていくことになります。 

 

師はペンテコステ信仰に堅く立って、宣教の働きを進められました。教会の名称

も、そのことを明確に示しています。長男の真理（まこと）兄は、大川医院を開業

し、教会と隣接した場所で、内科の医院を運営なさっています。師はずっと、将来

息子が教会と並び立つ形で「十字架病院！」を建てるのだ！とおっしゃっていまし

た。名前こそ、「十字架」ではありませんが、現実のものとして実現しています。 

 

また、祈祷院も高知と愛媛の県境の山中に建て上げられました。私も1 度でした

が、お連れ頂きました。聞けば、生活に困った方が宿泊できる無料の宿泊所「あけ

ぼの荘」を建てるのだ！というヴィジョンに燃えて、前進中……だったそうです。 

 

病気のデパートと言われるほど、専門的な治療が必要な病気に苛まれながらも、

決してヴィジョンを忘れることなく歩み続けました。その姿に、息子さんも深く感

銘を受けながら、傍らに立ちつつ、支えて来られました。その働きも、師の人生と

してはピリオドが打たれ、次の世代に引き継がれることになります。 

 

私自身は、幼少期に非常に可愛が

って貰った思い出があります。お馬

さんになって、私を背中に乗せ、ヒ

ヒーン！！とそっくり返って、私が

キャーキャー言うのを、楽しんで下

さいました。今、幼児たちと遊ぶ原

風景は、もしかすると、師の関わり

の実りかも知れません。感謝です。  
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★今週の予定 

2019年12月19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。メッセンジャーは、

和田力神学生です。 

 

★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 

 

★12月の予定 

 17日(火)  アグロー祈祷会 アバ2階 18:00-   

 18日(木)  ミラクワ定期練習 アバ2階 10:00-  

 19日(木)  BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 和田力神学生 
 22日(日)  クリスマス礼拝 in ハートピア京都大会議室 11時～ 
      クリスマス ポトラックパーティ 13時～   
 24日(火) イブ礼拝 キャンドルサービス  20:0 0- アバ2階 
 26日(木)  年末感謝祈祷会 アバ2階 19:30-   

★1月の予定 

 1日(祝)  元旦初詣礼拝 アバ2階 11:00-   

 5日(日)  年頭聖日礼拝 アバ2階 11:00-  

 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12月12日(木)の祈祷会出席者数   ≪合計19名≫ 
◆2019年12月8日(日)の礼拝出席者数  ≪合計53名≫ 

  CS…5名 礼拝…25名 ズーム…13名 支援…10名 
名 
 


