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まだ、コロナの感染が残っている中ですが、全国の

自粛が溶けて、経済活動も、動き始めていることを感

謝致します！ただ、南米の方などの感染は、まだ急激

に増えています。世界の癒やしと救いのためには、執

り成して祈り続けたいと思います。 

今日は、豊中の朴栄子牧師の教会で御用しています。

先月の末に加瀬宣雄師が訪れて下さり、とっても、励

まされたと、喜んでいらっしゃいました。朴師とは、

アンデレ宣教神学院に入学された1997 年からのお

交わりですから、23 年になります。卒業後も、意欲

的に学びを積み重ねられて、神学校も2つ修了され、

修士号も取得されている方です。私と同じ年です。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
石の上にも 3 年！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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でも、今から 3 年前に出会った時は、鬱状態。多

少、善くなったと言っていましたが、しゃべっていて

も、かなりお辛そうでした。あの元気印のような方が

……と、心を痛めました。でも、その時にお勧めした

のです。是非とも、御言葉のディボーションメルマガ

を始めたら？！と。励まされるよ！と。すると、3 ヶ

月後の 7 月から、スタートなさいました。 

あれから丸 3 年が経過しました。今も、毎日メル

マガを配信しておられます。まあ、その内容の闊達で

元気なこと。文章も面白いのですが、何よりも、そこ

で見えてくる朴師の姿に、励まされます。 

先日も、4 月の祈祷会にお越しになって、語って下

さいました。ヨレヨレだったのに、神様の御言葉は力

を下さったと。そして、今は過去のことを断捨離して

スッキリし、前進できるようになった！！と。 

石の上にも 3 年。本当です。世界が変わるのです。
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2020 年 5 月 31 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『シンパシー（共感）』 

説教者：加瀬宣雄師 

聖書箇所 Ⅰコリント 12.14-27 

 

13 つまり、一つの霊によって、わたしたちは、ユダヤ人であろうとギリシア

人であろうと、奴隷であろうと自由な身分の者であろうと、皆一つの体となる

ために洗礼を受け、皆一つの霊をのませてもらったのです。14 体は、一つの

部分ではなく、多くの部分から成っています。15 足が、「わたしは手ではない

から、体の一部ではない」と言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。

16 耳が、「わたしは目ではないから、体の一部ではない」と言ったところで、

体の一部でなくなるでしょうか。17 もし体全体が目だったら、どこで聞きま

すか。もし全体が耳だったら、どこでにおいをかぎますか。18 そこで神は、

御自分の望みのままに、体に一つ一つの部分を置かれたのです。19 すべてが

一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。20 だ

から、多くの部分があっても、一つの体なのです。 

 

21 目が手に向かって「お前は要らない」とは言えず、また、頭が足に向かっ

て「お前たちは要らない」とも言えません。22 それどころか、体の中でほか

よりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。 

23 わたしたちは、体の中でほかよりも恰好が悪いと思われる部分を覆って、

もっと恰好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。

24 見栄えのよい部分には、そうする必要はありません。神は、見劣りのする

部分をいっそう引き立たせて、体を組み立てられました。25 それで、体に分

裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。 

 

26 一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれ

れば、すべての部分が共に喜ぶのです。27 あなたがたはキリストの体であり、

また、一人一人はその部分です。 
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《シンパシー》ギリシャ語と語源とし、思いやり、同情、共感の意味。「—を感

じる」「—を抱く」対義語は、反感、反発。 
 
 
 コリント書は、使徒パウロが、コリント教会に宛てて書いた手紙である。コ
リント教会は、『１章』をから読み進めると分かるが、「私は誰につく」「私は誰々
派だ」などと、教会に内に『分裂』があったことが分かる。また、コリント教
会には、霊的な賜物を持つ者が多くいたが、これによっても『仲違い』が起き
ていた。 
 
 パウロは、そんな分裂があった教会を一つにするために、『体の例え』を用い
て「教会が一つとなるように」と教え導いた。 
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① 全ての人に 

（      ）がある！   
 

 『相対価値』とは、何か他のものと比較して決められる価値のこと。 
 『絶対価値』とは、他に取って代わることのできない価値のこと。 

 

 

Cf)リビングバイブル イザヤ43:4  

あなたを生かすために他の者が犠牲になった。あなたのいのちを買い戻 

すため、他の者のいのちと交換した。わたしにとって、あなたは高価で 

尊いからだ。わたしは あなたを愛している。 
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② 祈って、一つの体・教会を 

（         ）しよう！ 
 

     ビルドアップとは、体を鍛え上げ大きくすること。 

 

Cf)Ⅰコリント 12:26.27  

一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ば 

れれば、すべての部分が共に喜ぶのです。 あなたがたはキリストの体で 

あり、また、一人一人はその部分です。 
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藤林邦夫の『3 分間メッセージ』 【楠木正成】 

 

太平記で知られた武将、楠木正成は、神出鬼没と恐れられた知恵のある人でした。

彼は少年の頃から、人を驚かせる癖がありました。 

 

ある日、木で彫った亀を、池に浮かばせていました。4、5 人の友だちが集まっ

てきて「本物そっくりだ」と感心して眺めています。 

彼は「この亀は沈むよ」と言って、ポンポンと叩くと、なるほど、亀は沈んでい

きます。今度は、亀を呼んでみようといって、エサをまきますと、亀は浮かび上が

り、動き回ります。「不思議だなぁ」と子どもたち。 

「この亀はフナを釣るよ」と言って、彼が亀をつかんで引き上げますと、馬の毛

につけられた大きなフナが、バチャバチャと暴れていました。 

「ああ、フナが結わえてあったのか」と、一同は、その仕掛けが分かって再び感

心したのです。 

 

後年、数々の奇襲攻撃や防御の奇策で、敵を悩ませた知恵の芽は、その少年時代

から生えだしていたのです。 

 

イスラエルの王、ソロモンもまた、知恵に満ちた王でありました。「神はソロモン

に非常に多くの知恵と悟りを授け、また海辺の砂原のように広い心を授けられた」

（列王記上4.29）とあります。 

「諸国の人々は、ソロモンの知恵を聞くために来た」ほどであり、「その名声は周

囲のすべての国々に聞こえた」のです。 

 

問題はその知恵が、その人の生涯をどう導くか、です。楠木正成は、南北朝の争

いの中戦死して、悲劇的な最後を遂げます。ソロモンも栄華を極めますが、王国分

裂の元凶をつくります。 

知恵者の限界です。しかし、真の知恵は、神を畏れることであり、さらにソロモ

ンにまさる知恵あるお方、キリストを信じることです。ここに知恵の源泉がありま

す。凡人であっても、神を畏れる人は、正成やソロモン以上の祝福を受けるのです。 
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★今週の予定 

2020年6月4日(木)  BLD祈祷会 19:30- アバハウス2階 吉田茂樹師 

★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 

★6月の予定 

31日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00- 説教：加瀬宣雄師 

 4日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 説教：吉田茂樹師 

 7日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00- 説教：藤林波映師 

10日(水) ミラクワ定期練習 アバ2階 10:00- 

11日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 説教：権寧煥師 

14日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00- 説教：今井久美子師 

  2020年度信徒総会 アバ2階 12:30- 

18日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 説教：藤林イザヤ師 

21日(日) 父の日聖日礼拝 アバ2階 11:00- 説教：藤林イザヤ師 

24日(水) ミラクワ定期練習 アバ2階 10:00- 

25日(木) BLD祈祷会 アバ2階 19:30- 説教：藤林イザヤ師 

28日(日) 聖日礼拝 アバ2階 11:00- 説教：藤林イザヤ師 

★公告 

6月14日(日) 2020年度チャーチビルダーズカンファレンス（信徒総会）アバハ

ウス2階、礼拝後12時半より行います。ビルダーズの方は、ご出席下さい。欠席さ

れる場合は、受付にあります委任状をご提出下さい。 

 

 

 

◆2020年5月28日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計22名≫ 
◆2020年5月24日(日)の礼拝出席者数   ≪合計50名≫ 

  礼拝…25名 Zoom…25名 
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 


