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本日は、京都ミラクルズクワイアの創立 20 周年

記念コンサートに先駆けて、野田 菜穂子牧師様が来

会して、メッセージを語って下さいます。感謝です。 

野田師ご夫妻が、ひばりが丘バイブルチャーチへ転

任なさったのは、2010 年 11 月のことでした。で

すので、あれから丸 10 年が経過したことになりま

す。先代の主任牧師であった久保江節子師の特別なお

計らいの中で、神様が開いて下さった道でした。 

予定したこと、想定していたこととは、全く異なる

道でした。異動の方向も西から東ですから、真逆です。 

イザヤ書に「我が思いはあなたの思いとは異なる」

「天が地よりも高いように」という御言葉があります。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
20 年という月日！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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まさに、真逆ですが、そこにこそ、神様の深い思い

があったことを実感します。当時、小学生の高学年だ

った子たちは、今では 20 代にドンドンなってきて

います。30 歳以下の教会員比率が、非常に高い教会

として、日本でも注目を集める教会になりました。 

また、意欲的に他教会を支援するために、チームを

派遣して下さっています。そうした働きの屋台骨を担

っておられるのが、菜穂子師です。いつかは、メッセ

ージにお越し頂きたいと思って祈っていました。神様

は、“Best”のタイミングを下さるお方ですね。 

菜穂子師が京都へ嫁いで来られた直後、京都ミラク

ルズクワイアを創設するように導かれました。そして、

今年で 20 歳を迎えているのです。当初の 10 年間、

丹精込めて育てて頂いたクワイアでした。その後、思

春期の頃に、色んな動乱もありました。でも、神様の

憐れみを受けて今日を迎えています。感謝です！ 
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2020 年 11 月1 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『ハンナの祈り』 

説教者：野田 菜穂子師（ひばりが丘バイブルチャーチ牧師） 
 

 

聖書箇所  

サムエル記上1.2-20 

 

2 エルカナには二人の妻があった。一人はハンナ、もう一人はペニナで、ペニナ

には子供があったが、ハンナには子供がなかった。 

 

3 エルカナは毎年、自分の町からシロに上り、万軍の主を礼拝し、いけにえをさ

さげていた。シロには、エリの二人の息子ホフニとピネハスがおり、祭司として主

に仕えていた。 

 

4 いけにえをささげる日には、エルカナは妻ペニナとその息子たち、娘たちにそ

れぞれの分け前を与え、5 ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、

主はハンナの胎を閉ざしておられた。6 彼女を敵と見るペニナは、主が子供をお授

けにならないことでハンナを思い悩ませ、苦しめた。 

 

7 毎年このようにして、ハンナが主の家に上るたびに、彼女はペニナのことで苦

しんだ。今度もハンナは泣いて、何も食べようとしなかった。8 夫エルカナはハン

ナに言った。「ハンナよ、なぜ泣くのか。なぜ食べないのか。なぜふさぎ込んでいる

のか。このわたしは、あなたにとって十人の息子にもまさるではないか」 

 

…… 

 

9 さて、シロでのいけにえの食事が終わり、ハンナは立ち上がった。祭司エリは

主の神殿の柱に近い席に着いていた。10 ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣

いた。11 そして、誓いを立てて言った。「万軍の主よ、はしための苦しみを御覧

ください。はしために御心を留め、忘れることなく、男の子をお授けくださいます

なら、その子の一生を主におささげし、その子の頭には決してかみそりを当てませ

ん」 
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12 ハンナが主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは彼女の口もとを

注意して見た。13 ハンナは心のうちで祈っていて、唇は動いていたが声は聞こえ

なかった。エリは彼女が酒に酔っているのだと思い、14 彼女に言った。「いつま

で酔っているのか。酔いをさましてきなさい。」 

 

15 ハンナは答えた。「いいえ、祭司様、違います。わたしは深い悩みを持った

女です。ぶどう酒も強い酒も飲んではおりません。ただ、主の御前に心からの願い

を注ぎ出しておりました。16 はしためを堕落した女だと誤解なさらないでくださ

い。今まで祈っていたのは、訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。」 

 

そこでエリは、17 「安心して帰りなさい。イスラエルの神が、あなたの乞い願

うことをかなえてくださるように」と答えた。18 ハンナは、「はしためが御厚意

を得ますように」と言ってそこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はも

はや前のようではなかった。 

 

19 一家は朝早く起きて主の御前で礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰って行

った。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を御心に留められ、20 ハンナは身

ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。 
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（メッセージ・ポイント） 

① 神様を（      ）に感じて祈れば、 

心が変えられる！ 
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② 試練の向こうには、 

偉大な神様の（          ）が用意されている！ 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『お金の話』 
 

沢村貞子さんという女優の随筆にこういう話しがありました。 

「タクシーに乗った時のことです。若い運転手さんでしたが、とにかくお金

です。金さえあれば、何でもできます。そう言うので、でも、お金で買えない

ものもあるでしょう？と言いますと、やめて下さい、それは昔の考えです。今

は、金さえあれば、人の気持ちまで買えるんです、と強く言い切ってしまうの

で、もう何も言えなくなって、黙ってしまった……」 

 

沢村さんは、お金で買えないもののあることを、知っている人です。それは

理屈ではなく、事実です。 

この前、お金持ちの知人が亡くなりました。その人の主治医ではないのです

が、その主治医の友人の医者が、「あれだけお金を使ったんだから、長く生きれ

たんや」と言われたそうです。この医者もまた考えているのです。「人の命もお

金で左右できる」と。 

 

選挙の時期ですが、立候補した人々は、大変な額のお金を使うことでしょう。

使わなければ当選しないのが、現実でありましょう。しかし、それで人の心を

買うことができるでしょうか？ 

 

「ミダスの王様」という話しがあります。誰よりもお金を持っていた王が、

自分の触るものは何でも金に変える力が欲しいと願い、それがかなえられます。

花でもテーブルでも金に変わるのを喜んでいた王様。そこへ「お父様！」と最

愛の姫が入ってきて、これを抱き上げたとたんに、金の人形と変わり、王様は

悲嘆に暮れた……というのです。 

 

お金さえあれば、という心は、人格的な交わりも冷たいものに変えてしまい

ます。 

「ただ御国を求めなさい。そうすればこれらのものは、添えて与えられるで

あろう」（ルカ伝 12.31）と、聖書は、まず、求めるべきものが何であるか、

教えています。その次に、金銭も「添えて！」与えられるのであります。  
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★今週の予定 

2020年11月3日(火) 16:00- ハートピア京都大会議室 野田勝利・菜穂子師 
京都ミラクルズクワイア創立20周年記念コンサート 
※感染対策のため、事前登録制となっています。当日受付はありません。
必ず、QRコードを読み取り、ご登録をお願いいたします！ 

5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 

 

★11月の予定 

 8日(日) 聖日礼拝    11:00- アバハウス2階 加瀬宣雄師 

 12日(木) BLD祈祷会    19:30- アバハウス2階 宋志雄師 

 15日(日) 聖日礼拝    11:00- アバハウス2階 今井直喜師  

 藤林イザヤ師 ひばりが丘バイブルチャーチ御用 

 18日(水) ミラクワ定期練習  10:00- アバハウス2階  

 19日(木) BLD祈祷会    19:30- アバハウス2階 朴栄子師 

 22日(日) ミラクワ定期練習  15:00- アバハウス2階  

 26日(木)  BLD祈祷会    19:30- アバハウス2階 吉田義則師 

◆2020年10月29日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計21名≫ 
◆2020年10月25日(日)の礼拝出席者数   ≪合計69名≫ 

  CS…6名 合同礼拝(ｱﾊ )゙…32名 礼拝(Zoom)…17名 支援…14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 


