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αββαの自主勉！！が始まりました。毎日、13

名ほどのお子さまたちが、αββα−HOUSE にお越

しになって、丸一日をお過ごしになっています。こう

した時間を、教会で過ごせることは、幸いですね。 

せっかくなので、毎日、トレーニングの時間も用意

しました。昼食を摂った後、30 分後から、腕立て、

腹筋、そして、御所タッチ！ですね。それぞれが、逆

立ちをして、1 回は腕立てができるようになって欲し

いので、毎日 30 回は課しています。腕が強くなる

と、こけた時に、ケガをしにくくなりますからね。 

また、腹筋は、体幹の基本ですね。そして、ランニ

ングで、御所まで、つまり、丸太町駅までの一駅分で
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すが、走ってもらっています。片道600ｍですので、

往復で 1.2 ㌔ということです。適度な距離ですね。 

私も子どもに言うからには、一緒にトレーニングを

しました。幸い……というか、ジムも閉鎖しているた

めに、トレーニングに出向くことができません。なの

で、一緒にやるのが、適度な運動になって良いのです。 

こうして過ごせることは、私にとっては、祈りの答

えなのです。というのは、2011 年に、教会成長研

修所で将来のヴィジョンを描きました。そこに、50

代になったら、もう一度子どもたちの伝道の働きをし

たい！！と書いたのです。もちろん、公園を走り回っ

ていた大学生の頃のようにはできません。でも、50

代のおっさんであっても、関わり方というのがある！

ということを、改めて発見しました。楽しいですね！ 

祈った事は何1つ地に落ちません。神様の御手で、

最も良い形で現実になるのです。是非祈りましょう。
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2020 年 3 月8 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

 

主題『主を讃えよう！』 

説教者：藤林イザヤ 

 

聖書箇所 詩編103.1−22 

1 【ダビデの詩】わたしの魂よ、主をたたえよ。わたしの内にあるものはこぞって

聖なる御名をたたえよ。2 わたしの魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを、何ひと

つ忘れてはならない。……賛美への呼びかけ 

 

3 主はお前の罪をことごとく赦し、病をすべて癒し、4 命を墓から贖い出してく

ださる。慈しみと憐れみの冠を授け、5 長らえる限り、良いものに満ち足らせ、鷲

のような若さを新たにしてくださる。6 主はすべて虐げられている人のために、恵

みの御業と裁きを行われる。7 主は御自分の道を、モーセに御業を、イスラエルの

子らに示された。……主の粋なお計らい：癒やし！！ 

 

8 主は憐れみ深く、恵みに富み忍耐強く、慈しみは大きい。9 永久に責めること

はなく、とこしえに怒り続けられることはない。10 主はわたしたちを罪に応じて

あしらわれることなく、わたしたちの悪に従って報いられることもない。 

11 天が地を超えて高いように、慈しみは主を畏れる人を超えて大きい。12 東が

西から遠い程、わたしたちの背きの罪を遠ざけてくださる。13 父がその子を憐れ

むように、主は主を畏れる人を憐れんでくださる。14 主はわたしたちを、どのよ

うに造るべきか知っておられた。わたしたちが塵にすぎないことを、御心に留めて

おられる。15 人の生涯は草のよう。野の花のように咲く。16 風がその上に吹け

ば、消えうせ生えていた所を知る者もなくなる。17 主の慈しみは世々とこしえに、

主を畏れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに、18 主の契約を守る人、命

令を心に留めて行う人に及ぶ。……主の粋なお計らい：赦し 

 

19 主は天に御座を固く据え、主権をもってすべてを統治される。20 御使いたち

よ、主をたたえよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げるものよ。力ある勇

士たちよ。21 主の万軍よ、主をたたえよ。御もとに仕え、御旨を果たすものよ。
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22 主に造られたものはすべて、主をたたえよ主の統治されるところの、どこにあ

っても。……主の主権：全ては主の御手にある！！ 

 

22ｃわたしの魂よ、主をたたえよ。……賛美への呼びかけ：Again! 

 

ヤコブ書1.6 

6 いささかも疑わず、信仰をもって願いなさい。疑う者は、風に吹かれて揺れ動く、

海の波に似ています。 

 

詩編106.8 

8 主は、御名のために彼らを救い、力強い御業を示された。 

……主なる神への信頼 

 

詩編70.1−6：詩編40.14−18 ……苦難の中で救いを求める！ 

1 【指揮者によって。ダビデの詩。記念】2 神よ、速やかにわたしを救い出し主

よ、わたしを助けてください。3 わたしの命をねらう者が恥を受け、嘲られ、わた

しを災いに遭わせようと望む者が侮られて退き、4 はやし立てる者が、恥を受けて

逃げ去りますように。 

5 あなたを尋ね求める人があなたによって喜び祝い、楽しみ御救いを愛する人が神

をあがめよといつも歌いますように。 

6 神よ、わたしは貧しく、身を屈めています。速やかにわたしを訪れてください。

あなたはわたしの助け、わたしの逃れ場。主よ、遅れないでください。 

 

イザヤ書61.3 ……新創造の御業！！ 

3 シオンのゆえに、嘆いている人々に、灰に代えて冠をかぶらせ、嘆きに代えて喜

びの香油を、暗い心に代えて賛美の衣をまとわせるために。彼らは、主が輝きを現

すために、植えられた正義の樫の木と呼ばれる。 

 

イザヤ書43.19 

19 見よ、新しいことをわたしは行う。今や、それは芽生えている。あなたたちは

それを悟らないのか。わたしは荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。 
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（メッセージ・ポイント） 

① あなたの（     ）は、 

良きもので満ち足りる！ 
 

 

C f)詩編103.3−5 

3 主はお前の罪をことごとく赦し、病をすべて癒し、4 命を墓から贖い出して

くださる。慈しみと憐れみの冠を授け、5 長らえる限り良いものに満ち足らせ、

鷲のような若さを新たにしてくださる。 
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② 主を賛美する中で 

（         ）の業が始まる！ 

 

 

C f)イザヤ書61.3 

3 シオンのゆえに、嘆いている人々に、灰に代えて冠をかぶらせ、嘆きに代え

て喜びの香油を、暗い心に代えて賛美の衣をまとわせるために。彼らは、主が

輝きを現すために、植えられた正義の樫の木と呼ばれる。 

 

 

C f)使徒言行録16.25−26 

25 真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌をうたって神に祈っていると、ほ

かの囚人たちはこれに聞き入っていた。26 突然、大地震が起こり、牢の土台

が揺れ動いた。たちまち牢の戸がみな開き、すべての囚人の鎖も外れてしまっ

た。 
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藤林邦夫師 3 分間メッセージ 『ひとりの妻』 1991年出版 

 

リクルート事件などで分かるように、最近は財界の有名人も金のためには、節操

を失った人が多いのです。 

 

しかし昔は、といっても 10 年から 20 年ほど前には、もう少し気骨のある人

がいました。その一人は、石坂泰三という人です。2 代目の経団連の会長を務めた

方です。 

この方は、ミスター経団連というニックネームのある位のバリバリの実業家です

が、とても家庭的で、愛妻家でありました。2 号や妾を囲っている人も多い実業家

の中で、彼は雪子夫人を愛して、終生変わらぬ真実な交わりを持ちました。 

雪子夫人はクリスチャンでありました。 

彼は「女房のできの悪いのは、60 年の不作といわれる。ぼくは60 年の豊作に

恵まれたと、手放しで信じているが、その甘さを笑ってくれていい。笑われれば笑

われるほど、生きているうちに、いたわれなかった彼女へのいたわりになろう」と

いっています。 

 

彼は夫人に先立たれ、 

「声なきは 寂しかりけり 亡き妻の 写真に向かい ものいいてみつ」 

と詠んでいます。そして死ぬ前に、ぼくは家内の行った天国へ行きたいといって、

病床で洗礼を受けました。 

 

聖書には、監督の資格として「非難のない人で、ひとりの妻の夫であり」（Ⅰテ

モテ 3.2）と記しています。また執事も「ひとりの妻の夫であって、子どもと自分

の家をよく治める者でなければならない」（同12）とあります。 

 

監督も執事も公の面前で人の上に立って指導するわけですが、その背後にある私

生活がまず問われているのです。ひとりの妻に節操を守る人でないと、公の場で用

いられる資格はないのです。私人としてどのような人であるかが、公人としてのそ

の人を決定していくのです。 

これはどの世界でも、同様であります。  
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★今週の予定 

2020年3月12日(木)  BLD祈祷会 19:30- アバハウス2階 

楽しみにしながら、心を合わせて祈りましょう。宋志雄師がメッセージして下さ

います。 

 

★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 

 

★3月の予定  

  8日(日) ミラクワ定期練習 アバ2階 15:00-17:00 

 10−13日 αββα自主勉！！ 9:00−16:30 

 12日(木) BLD祈祷会 宋志雄師 アバ2階 19:30- 

 17−19日 αββα自主勉！！ 9:00−16:30 

  18日(水) ミラクワ定期練習 アバ2階 10:00-12:00 

 19日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 

 20日(祝) 広畑キリスト教会 献堂式（時久牧人師・香織姉） 11:00- 

 22日(日) ミラクワ定期練習 アバ2階 15:00-17:00 

 26日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 

 

  
◆2020年3月5日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計18名≫ 
◆2020年3月1日(日)の礼拝出席者数  ≪合計56名≫ 

  CS…5名 礼拝…25名 Zoom…17名 支援･･･9名 
名 
  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 


