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クリスマスというのは、主イエスのご降誕をお祝い

する祭りです。先日、クイズの番組で、イヴというの

はどういう意味か？と問われました。見事に、私も間

違ってしまいました。イヴをクリスマスの「前夜」と

考えていたのです。実際は、クリスマスの「当夜！」

だったのです。つまり、24 日から25 日にかけての

夜が、クリスマスイヴ、ということになります。 

火星を探索してい

た隼が、いよいよ地球

に帰還する軌道へと、

ジェット噴射を行っ

た、という記事がでて
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いました。何と直線距離にして 2 億 5 千万㌔だそう

です。そして 1 年掛けて、来年の 12 月にちょうど

地球の上に重なります。そこで、隼からカプセルを放

って、オーストラリアの砂漠に落下させるという予定

だそうです。そこに、火星で採取した砂や岩が入って

いるはず！？です。これも 1 年後の楽しみです。 

で、思いました。飛んでくる距離はおよそ 8 億㌔

になるそうです。ほんの 1mm でもずれると、8 億

㌔飛んでいるうちに、どれほどのズレになるだろう

か？と。到底地球に帰り着くことは望めません。精緻

に計算された通りに、飛んでくることが必要です。 

人生のズレも、ちょっとしたものが、営みを積み上

げていく中で、大きな違いになってしまいます。この

クリスマス、しっかりと人生の照準を定めましょう。

ズレなく、ピッタリと合わせて、正鵠を射る歩みを立

て上げて行きたいと思います。God bless you! 
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201９年１2 月8 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『ベストな選択！』 

説教者：藤林イザヤ 

 

聖書箇所 マタイ伝2.1-8 

1 イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。そのとき、

占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、2 言った。「ユダヤ人の王とし

てお生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその方の星を

見たので、拝みに来たのです」 

 

3 これを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆、同様であった。 

 

4 王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることに

なっているのかと問いただした。 

 

5 彼らは言った。「ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。6 『ユ

ダの地、ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決していちばん小さいもの

ではない。お前から指導者が現れ、わたしの民イスラエルの牧者となるからである』」 

 

7 そこで、ヘロデは占星術の学者たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確か

めた。8 そして、「行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてく

れ。わたしも行って拝もう」と言ってベツレヘムへ送り出した。 

 

 

《星の導きから御言葉の導きへ！》 

イエスが誕生してしばらくした頃、東の方から博士たちがやってきた！ 

→ユダヤ人の王、メシアが誕生したことを示す星を見たと告げた！ 

⇒ヘロデが調べさせると、ユダヤのベツレヘムに誕生する預言が発見！ 
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マタイ伝2.9-12 

9 彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子

のいる場所の上に止まった。 

 

10 学者たちはその星を見て喜びにあふれた。 

 

11 家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を

拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として献げた。 

 

12 ところが、「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を

通って自分たちの国へ帰って行った。 

 

 

《王の言葉から星、夢の導きへ！》 

学者たちは王に情報を貰う代わりに、居場所を教える約束をする！ 

→結果的には、東方で見た星が再度現れて、幼子イエスの元へ導く！ 

⇒贈り物を捧げ、礼拝した後、夢のお告げから別の道で帰国した！ 
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（メッセージ・ポイント） 

① 神は信仰の行動を 

（    ）きく祝福される！ 
 

 

 

Cf)ミカ書5.1 

1 エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの氏族の中で、いと小さき者。お前の

中から、わたしのために、イスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永

遠の昔にさかのぼる。 

 

 

C f)ルカ伝12.32 

32 小さな群れよ、恐れるな。あなたがたの父は、喜んで神の国をくださる。 

 

  

 

 

  



Kyoto Central Chapel Weekly Report 

 

 

 
6 

② 神はその時に 

（      ）な道を示される！ 

 

 

Cf)詩編66.12 

12 人が我らを駆り立てることを許された。我らは火の中、水の中を通ったが、

あなたは我らを導き出して、豊かな所に置かれた。 
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藤林邦夫師の 3 分間メッセージ 『選択の基準』 

 

人生の伴侶を見出すのは、一大事であります。それが良い人であれば、祝福

は尽きないでしょうし、それが悪い人であれば、悲しいことになります。 

自分で選ぶか、親が選ぶか、いずれにしろ、どこに判断の基準を置くかを、

自分自身にしっかりと持っていなければなりません。 

 

ペトロは、妻たる者よ、と、その手紙の中で、いろいろと教えていますが、

その中で、大切なポイントは「髪を編み、金の飾りをつけ、服装を整えるよう

な外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和で、しとやかな霊という、朽ち

ることのない飾りを身に着けるべきである」（ペトロの手紙一 3.3-4）といっ

ています。 

外面の飾り、それは容貌も含めてですが、それ以上に、内面の飾り、心の美

しさが尊いというのです。 

 

長州藩の一藩士の娘に、なかなか賢い娘がいました。学問にも通じ、女の道

にも通じていたのですが、容貌は今ひとつ、というところでした。 

この娘のところに、出入りの商人が、「あなたも、もう年頃。お嫁に行かれる

時ですな」と、ご機嫌取りに言ったところ、「滝鶴台（かくだい）先生のところ

以外には、お嫁に行きません」との答えです。 

商人はびっくりして「あの土手カボチャは、自分の顔を鏡に映して見たこと

があるんかしらん？よう言わんわ……」と呆れて、この話を、滝先生にしたの

です。ところが、滝先生はジッと考えて、後ほどその娘のことを調べて、顔こ

そ醜いが、立派な娘であることを知り、嫁にもらったのです。 

さすがは、学者として知られた滝先生。そして、それを見込んでいたその娘。

まことに麗しい夫婦となり、みごとに添い遂げました。 

 

「賢い妻は主から賜る」（箴言 19.14） 

 

しっかりした基準を持つ人には、必ず主がよき伴侶を賜るのが、聖書の約束

であります。 
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★今週の予定 

2019年12月12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、

宋志雄師です。 

 

★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 

本日！ 8日(日)  ミラクワ クリスマスライブ in ゼスト御池15時・16時 

 12日(木)  BLD祈祷会 アバ2階 19:30-  宋志雄師 

 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-   

 

 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5日(木)の祈祷会出席者数   ≪合計29名≫ 
◆2019年12月1日(日)の礼拝出席者数  ≪合計64名≫ 

  CS…6名 礼拝…35名 ズーム…10名 支援…13名 
名 
 


