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今日は、父の日ですね。今

年、お父さんになられた安田直

弘兄が、父親の新メンバーとし

て、加わられます。嬉しいこと

です。 

安田兄から、お子さまの愛く

るしい写真を送って頂きまし

た。来週の日曜日に、奥さまも来会下さり、共に献児

式を行います。楽しみです。 

子どもが生まれ、育っていくことは、本当にステキ

なことです。今も、キッズ・ブラウンの英会話をとお

して、子どもたちに関わらせて貰っていることを、光
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栄に思っています。20 代の青年の時期ならばイザ知

らず、50 代のおっさん……ほぼ、お祖父さん？！の

年齢になっても、こうした関わりができることは、幸

せ以外の何ものでもありません。1 回 1 回、丁寧に

向き合いたいと思います。 

今週は、英会話教室で、特別な機会が開かれます。

緊急の休校、春休み、緊急事態宣言を受けての、休校

延長の時期に、オンラインで、フィリピンの英語の先

生と会話する……！！という恵みが開かれました。で

きれば、もっと恒常的にできないか？ということを考

え続けてきたのです。その中で、今後も継続的に、こ

ういう機会を持てたら……と考えてきました。そこ

で、今回思い切って試験的にやってみることにしまし

た。 

こういった展開は、ある面、50 代ならでは！のこ

とですね。なので、各年代において、用いられ方、と

いうのは、色々あるのだ、ということを学びました。 
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それぞれの年代で、存分に用いられたいと思いま

す。 
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2020 年 6 月 21 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『神に属する者！』 

説教者：藤林イザヤ師 

 

聖書箇所 ヨハネ伝 8．39−42 

 

39 彼らが答えて、「わたしたちの父はアブラハムです」と言うと、イエスは言わ

れた。「アブラハムの子なら、アブラハムと同じ業をするはずだ。40 ところが、

今、あなたたちは、神から聞いた真理をあなたたちに語っているこのわたしを、

殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。41 あなたたちは、

自分の父と同じ業をしている」 

 

そこで彼らが、「わたしたちは姦淫によって生まれたのではありません。わたした

ちにはただひとりの父がいます。それは神です」と言うと、42 イエスは言われ

た。「神があなたたちの父であれば、あなたたちはわたしを愛するはずである。な

ぜなら、わたしは神のもとから来て、ここにいるからだ。わたしは自分勝手に来

たのではなく、神がわたしをお遣わしになったのである。 

 

 

《主イエス（言）を受け入れない！》  

ユダヤ人たちは、主イエスが父から使わされたと語ったことに反応する！ 

→自分たちはアブラハムの子孫だ、と語るが、似ても似つかぬと、論破される！ 

⇒ユダヤ人たちは、自分たちの父は、神だと主張するが、それも破綻する！ 

 

 

 

ヨハネ伝 8.43-47 

 

43 わたしの言っていることが、なぜ分からないのか。それは、わたしの言葉を

聞くことができないからだ。 
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44 あなたたちは、悪魔である父から出た者であって、その父の欲望を満たした

いと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていな

い。彼の内には真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときは、その本性から言っ

ている。自分が偽り者であり、その父だからである。 

 

45 しかし、わたしが真理を語るから、あなたたちはわたしを信じない。 

 

46 あなたたちのうち、いったいだれが、わたしに罪があると責めることができ

るのか。わたしは真理を語っているのに、なぜわたしを信じないのか。47 神に

属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからで

ある。」 

 

 

《神の言葉を聴くこと！》 

主イエスを受け入れられないのは、語っている言葉を受け入れないから！ 

→本性において、悪魔、つまり真理に敵対する要素である、偽りを持つからだ！ 

⇒最終的に、神に属していないゆえに、主イエスの言葉を聞くことができない！ 
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① チャンスの糸口をつかみ、 

（      ）を受け止めよう！ 

 
 
C f)創世記18.2-5 
2 目を上げて見ると、三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに
天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏して、3a 言った。 
 
3b「お客様、よろしければ、どうか、僕のもとを通り過ぎないでください。4 水
を少々持って来させますから、足を洗って、木陰でどうぞひと休みなさってくだ
さい。5 何か召し上がるものを調えますので、疲れをいやしてから、お出かけく
ださい。せっかく僕の所の近くをお通りになったのですから」 
 
その人たちは言った。「では、お言葉どおりにしましょう」 
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② （      ）なる言を聴き、 

伸びやかに生きていこう！ 
 

  

C f)ヨハネ伝8.32 

32 あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする」 

 

 

C f)ガラテヤ書5.1 

1 この自由を得させるために、キリストはわたしたちを自由の身にしてく

ださったのです。だから、しっかりしなさい。奴隷の軛（くびき）に、二

度とつながれてはなりません。 
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藤林邦夫の『3 分間メッセージ』291 【続 四つ葉のクローバー】 

 

279 のテレフォン・メッセージで、「四つ葉のクローバー」と題して話しましたと

ころ、下関の安倍節子姉から恵みの証をいただきました。その内容の一部を紹介させ

て頂きます。 

 

「今朝のメッセージを拝聴しまして、忘れ得ぬ、私の少女時代を思い出させるもの

がございました。私は本年77 歳。60 年前、山口県立萩高等学校の生徒であった、

15，6 歳の頃のことです。運動方面に不得手な私は、学課の休み時間、級友たちがバ

レーなどに興じているのを眺めつつ、芝生に足を伸ばし、グランドのそこここに生え

ているクローバーを摘んだりしていました。 

そして『四つ葉のクローバー』の歌を口ずさみつつ、見つけた時には歓声を挙げて、

書物に挟んだりしていたのです。 

その歌を今、ここに判然と思い起こすことができましたのは、不思議な神様の恵み

です。 

私が 25，6 年前に信仰に入り、この歌が聖書からのものと知ったのも、感謝な事

です」 

 

このようにして、安倍姉は、その歌の歌詞を、次のように書き記して下さいました。 

「麗に照る 日陰に 百千（ﾓﾓﾁ）の花 微笑む 

人知らぬ里に 萌ゆる四つ葉のクローバー 

3 つの葉は 希望、信仰、愛情の徴（ｼﾙｼ） 

残る一葉は 幸 求めよと説く その葉 

希望高く 信仰深く 愛情 厚くあれ 

やがて汝れも摘みて 採らん 四つ葉のクローバー」 

 

安倍姉は、生涯に山あり、谷あり、種々ありました。主の憐れみにより、今は幸せ

を得ておりますことを、感謝します、とおっしゃるのですが、確かに、乙女の頃に摘

まれた四つ葉のクローバーを、主から与えられたのです。 

若い日の夢やロマンは、これを大切にしたいものであります。 
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★今週の予定 

2020年6月25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 

 

★6月の予定 

21日(日) 父の日聖日礼拝 アバ2階 11:00- 説教：藤林イザヤ師 

  父の日感謝会食会 13：00− 彩園 

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 

  ミラクワ定期練習 アバ2階 15:00- 

 

 

 

 

 

 

 
◆2020年6月18日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計22名≫ 
◆2020年6月14日(日)の礼拝出席者数   ≪合計60名≫ 

  CS･･･6名 アバ…29名 Zoom…18名 支援･･･7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 
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