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緊急事態宣言から、10 日余りが経過しました。確

かに京都の街も閑散としています。その中で、料理屋

をなさっていたご近所のお店が、店はできないので、

ということで、お昼の御弁当を作ってくれています。 

まあ、そのヴォリュームの多いこと。早速、キッ

ズ・ブラウンや短期英語留学のスタッフの先生方と頂

きました……いやぁ！！大満足！！チキンの空揚げ弁

当など、これでもか！！と詰め込まれていまして、通

常のお弁当箱の幅の 3 倍に！！数えてみたら、何と

10 個の切り身が入っていました！！どう考えても、

その辺のお弁当屋には作れない分量です。もちろん、

そこにおつゆということで、カップヌードルを食べる
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のは、どうなのか……というご批判は甘受しますが…

…ともあれ、頑張って生き抜くぞ！！というような気

概が溢れていまして、とっても嬉しくなりました。 

子どもたちとお昼をご一緒していますと、よく言わ

れるフレーズがあります。「先生、もっと野菜を食べ

ないと！！」と。そこで、小麦も米も、畑で出来るか

ら野菜やろ……！？と返しましたら、この問答が毎日

続くようになってしまいました。コロッケを買ってき

まして、さあデザートを頂こう！と言いましたら、こ

れまた、もの凄い反応が……。きっと、日ごろから口

酸っぱくして言われているんでしょうね。きっと、ス

テキなお母さんなるだろうな、と嬉しくなります。 

英会話をオンラインで、という試みも、2 週間やっ

てみました。いや、疲労しました。気が抜けないだけ

ではなく、通常よりも早いスピードで習得するのです

……ビックリ！これも望外の嬉しいことでした！
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2020 年 4 月 26(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『元気の源！』 

説教者：藤林イザヤ 

 

聖書箇所 使徒言行録27.27-32 

 

27 十四日目の夜になったとき、わたしたちはアドリア海を漂流していた。真夜中ご

ろ船員たちは、どこかの陸地に近づいているように感じた。 

 

28 そこで、水の深さを測ってみると、二十オルギィアあることが分かった。もう少

し進んでまた測ってみると、十五オルギィアであった。29 船が暗礁に乗り上げるこ

とを恐れて、船員たちは船尾から錨を四つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。 

 

30 ところが、船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から錨を降ろす振りをして小

舟を海に降ろしたので、31 パウロは百人隊長と兵士たちに、「あの人たちが船にと

どまっていなければ、あなたがたは助からない」と言った。 

 

32 そこで、兵士たちは綱を断ち切って、小舟を流れるにまかせた。 

 

 

＜土壇場の選択！＞ 

嵐と漂流が14 日間、2 週間余りも続いた中で消耗する！ 

→船員達は陸地は近いと察知して自分達だけ逃れようとする！ 

⇒パウロは船員に留まれと説得し、救命ボートを断ち切る！ 

 

 

使徒言行録27.33-44 

 

33 夜が明けかけたころ、パウロは一同に食事をするように勧めた。「今日で十四日

もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに、過ごしてきました。34 だから、

どうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなたがたの頭から
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髪の毛一本もなくなることはありません」 

 

35 こう言ってパウロは、一同の前でパンを取って神に感謝の祈りをささげてから、

それを裂いて食べ始めた。36 そこで、一同も元気づいて食事をした。 

 

37 船にいたわたしたちは、全部で二百七十六人であった。38 十分に食べてから、

穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。 

 

39 朝になって、どこの陸地であるか分からなかったが、砂浜のある入り江を見つけ

たので、できることなら、そこへ船を乗り入れようということになった。40 そこで、

錨を切り離して海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に船首の帆を上げて、砂浜に向か

って進んだ。 

 

41 ところが、深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり

込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れだした。 

 

42 兵士たちは、囚人たちが泳いで逃げないように、殺そうと計ったが、43 百人隊

長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして、泳げる

者がまず飛び込んで陸に上がり、44 残りの者は板切れや船の乗組員につかまって泳

いで行くように命令した。このようにして、全員が無事に上陸した。 

 

 

＜座礁し上陸へ！＞ 

夜が明ける前にパウロは、腹ごしらえをして備えるよう勧める！ 

→不要なものを捨て、錨を切って陸地に向かうことになる！ 

⇒囚人を殺そうとする動きをパウロを見て来た隊長が止める！ 
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（メッセージ・ポイント） 

① 人は追い込まれた時、 

（      ）が問われる！ 
 

 

C f)ルカ伝12.20-21 

19 こう自分に言ってやるのだ。「さあ、これから先何年も生きて行くだけの蓄え

ができたぞ。ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ」と』 

 

20 しかし神は、『愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意し

た物は、いったいだれのものになるのか』と言われた。21 自分のために富を積

んでも、神の前に豊かにならない者はこのとおりだ」 

 

 

C f)マルコ伝8.35 

35 自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、わたしのため、また福音の

ために命を失う者は、それを救うのである。 
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② しっかり食べて 

（      ）を付けよう！ 

 

 

C f)サムエル記上14.30 

29 ヨナタンは言った。「わたしの父はこの地に煩いをもたらされた。見るがいい。

この蜜をほんの少し味わっただけで、わたしの目は輝いている。 

30 今日兵士が、敵から取った戦利品を自由に食べていたなら、ペリシテ軍の損

害は、更に大きかっただろうに」 
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藤林邦夫師3 分間メッセージ 1991年 『死海』 

 

世界の七不思議という自然現象の 1 つに、パレスティナの「死海」があります。

それは文字どおり死の海で、生物が存在しないのです。その理由は、この海水には約

20％の塩分が含まれているからです。 

これは普通の海水の6 倍の塩分です。 

 

私たち普段使っている醤油の濃い口で、18％の塩分。淡口（これは色が淡いので

そう言われるのですが）は、20％の塩分です。淡口は濃い口よりも塩辛いのですが、

それと死海の塩分が同じですから、魚も住めません。 

 

なぜ死海はこのように多量の塩分が含まれているのでしょうか？それは周囲に岩

塩が多くあるからです。 

 

南部のジェルベル・ウスドムにいは、30ｍもある岩塩の塊が連なっています。こ

れらの塩分が水中に入り、しかも海水のはけ口がなく、熱帯地方特有の日光で、水分

がドンドン蒸発するので、塩分が濃縮されて残るのです。 

海中からニョキニョキと突出してる岩塩の姿は、不気味でさえあります。 

 

ソドムの町もその近くにあったようで、「後ろを振り返って見たので塩の柱となっ

た」（創世記19.26）ロトの妻もこのようであったのかと思わされます。 

 

しかし、不思議なことに、死海に魚のいるところもあるのです。よく見ると、岸辺

近く、地中から泉の湧き出ている所があり、その辺りには小魚が泳いでいるのです。 

 

エゼキエルの見た命の水の川のようです。 

私たちは、たとえこの世が、死海のように、塩辛くあろうとも、主は命の水を湧き

溢れさせて下さるのです。その命の水に生きるならば、そこは最早死海ではなく、命

の海であります。 

主はそこで、すべての生き物に、生きよ！と命じておられるのです。 
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★今週の予定 

2020年4月30日(木)  BLD祈祷会 19:30- アバハウス2階 

 

★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 

 

★4月の予定  

26日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00− 

 30日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 

★5月の予定  

3日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00− 

7日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 

10日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00- 母の日の祝福を祈ります。 

  宗教法人設立総会 アバ2階 12:30- 礼拝後直ぐに行います。 

※本申請を行うために、宗教法人の設立総会を実施します。Zoomでの出席もOKで

す。また、欠席なさる方は、委任状に記載の上、LINEでお送り下さいませ。 

17日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00− 

14日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 

 

◆2020年4月23日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計25名≫ 
◆2020年4月19日(日)の礼拝出席者数   ≪合計45名≫ 

  礼拝…15名 Zoom…30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 


