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「未伝地」という言葉があります。まだ、キリスト

の福音を耳にしたことがない地域、また、キリスト教

会が存在していない地域のことを言う言葉です。 

先週は月曜日〜水曜日にかけて、こうした地域に対

して、どのような伝道のアプローチをしているのか、

ということが、報告される機会がありました。 

京都府も例外ではありません。黄色の部分には、キ

リスト教会

が 1 つも

ない、とい

うことです

ね。確か

に、暮らし
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ておられる方々というのは、現実におられますが、全

く届いていない…ということがよく分かります。 

ただ、この話を聞きながら、つくづく思ったことも

あります。地域的に教会はあっても、未伝地、という

のはいくらでもあるなぁ、ということです。 

息子を 3 名、中学、高校野球へ派遣しました。そ

こで見出したのは、日本の野球人たちは、まさに「未

伝地」だということでした。関学に次男が行っていま

す。そこで、野球部の保護者会があって、私は牧師な

ので、日曜日の応援にいけないのです……と話しまし

た。すると、関学で中学、高校、大学と野球をなさっ

てきた方の親御さんがおっしゃったのです。「牧師さ

んって、日曜日がお忙しいんですか？」ミッションス

クールに 6 年以上通わせておられても、「未伝地」だ

ということを痛感したのです。この方々は土日は、野

球のグランドにおられたからです。1 人でも多くの方
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に福音を伝えたいと、改めて決意した 3 日間でし

た。 
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2020 年 10 月 18 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『福音の力』 

説教者：今井直喜 

 

聖書箇所 Ⅰコリント 1.18 

1:18 十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救わ

れる者には神の力です。 

 

ローマ 1.16-17 

1:16 わたしは福音を恥としない。福音は、ユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、信

じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。 

1:17 福音には、神の義が啓示されていますが、それは、初めから終わりまで信仰を

通して実現されるのです。「正しい者は信仰によって生きる」と書いてあるとおりで

す。 

 

《困ったときの神頼みでも大丈夫》 

聖書の語る神様は、ケチなお方ではない。助けを求める人々に対してちゃんと救いを

与えてくださる。イエス・キリストもどんな人の求めに応じて病を癒し、悪霊を追い

出し、罪のゆるしを与えた。 

 

Cf) マタイ7:7 「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、

見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。 

 

マタイ15:27 女は言った。「主よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から

落ちるパン屑はいただくのです。」15:28 そこで、イエスはお答えになった。「婦人

よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願いどおりになるように。」そのとき、娘の病気

はいやされた。 
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《神の子として強くされる》 

キリスト信仰は単なるご利益宗教ではない。キリスト者になったからといって、すべ

てが願い通りになるわけではない。理不尽な目にあうこともある。しかし、聖書の語

る神様が私たちに与えてくださるのは、私たちの思っているもの以上の豊かなもので

ある。 

 

Cf)ヘブライ 12:11 およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲し

いものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に、義という平和

に満ちた実を結ばせるのです。 

 

エフェソ 6:10 最後に言う。主に依り頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。 

 

《生きることは与えること》 

キリスト者の生き方は、モデルあるイエス・キリストのように徹頭徹尾、与える生き

方である。神様が私たちを祝福されるのも、さらなる恵みを受けるために成長し、強

くされることも、単に自分の幸せのためではない。周りの人々に与えるためである。 

 

Cf) 使徒20:35 あなたがたもこのように働いて弱い者を助けるように、また、主イ

エス御自身が『受けるよりは与える方が幸いである』と言われた言葉を思い出すよう

にと、わたしはいつも身をもって示してきました。」 

 

創世記12:2 わたしはあなたを大いなる国民にし／あなたを祝福し、あなたの名を高

める／祝福の源となるように。12:3 あなたを祝福する人をわたしは祝福し／あなた

を呪う者をわたしは呪う。地上の氏族はすべて／あなたによって祝福に入る。」 
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（メッセージ・ポイント） 

① 福音の力とは、（             ）力である。 
 

Cf) コヘレト 7:18 一つのことをつかむのはよいが／ほかのことからも手を放して

はいけない。神を畏れ敬えば／どちらをも成し遂げることができる。 
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② 福音の力は、（          ）力を生み出す。 

 

Cf) マタイ28:19 だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしな

さい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、28:20 あなたがたに命じてお

いたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなたが

たと共にいる。 

 

マルコ16:15 それから、イエスは言われた。「全世界に行って、すべての造られたも

のに福音を宣べ伝えなさい。 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『おしゃべり』 
 

老人ホームで働いている人と話しによりますと、老人ボケが来るのは、女の人

よりも、男の人の方に多いとのことです。それは1 つには、女性の方がよくおし

ゃべりをする。それが老化の防止になっているというのです。つまりおしゃべり

をするのは、それ自体楽しい事ですが、それだけでなく、頭の働きを刺激して、

ボケを防止するのなら、これほど結構なことはありません。 

 

問題は、そのおしゃべりをする相手がいるかどうかです。老夫婦で生活してい

て、たとえ子どもたちが側にいなくても、お互いあれこれと話題に尽きないなら、

それは恵まれた状況です。 

私の叔父夫婦はそのような生活で、叔父の方は 90 歳にもなるのですが、なか

なか元気です。少々耳が遠くて、「へぇー？」と聞き返しますが、叔母の方は声が

大きくて、それを十分に補っています。子どもはできなかったのですが、甥や姪

を我が子のように可愛がり、その成長を喜んでくれています。お互いの話題は、

そのようなことが多いのです。 

 

今でも訪ねると喜んで「邦ちゃん、邦ちゃん」と幼い頃の愛称で話しかけてく

れます。いつまでも元気でいて欲しいのですが、どちらかが先だつと、後が寂し

いだろうなぁと心配するのですが、本人たちは、いたってドライで、屈託無く過

ごしています。 

 

おしゃべりする相手の最大の存在は神様です。神様相手にお祈りというお話が

できる人は、決してボケないでしょう。それは頭脳だけでなく、霊を生かし、心

を強め、肉体も爽やかにするからです。 

「主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます。我が王、我が神よ。私の叫び

の声をお聞き下さい」（詩編 5.2-3） 

 

どうか主なる神様とお話しする習慣を身に付けてお過ごし下さい。それは老後

のためでもあります。 
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★今週の予定 

2020年10月22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 

 

★10月の予定 

 18日(日) 聖日礼拝    11:00- アバハウス2階 今井直喜師 

 21日(水) ミラクワ定期練習  10:00- アバハウス2階  

  22日(木)  BLD祈祷会    19:30- アバハウス2階  

 25日(日)  聖日礼拝    11:00- アバハウス2階 

      ミラクワ定期練習  15:00-  アバハウス2階 

★11月の予定 

 1日(日) 聖日礼拝    11:00- アバハウス2階 野田菜穂子師 

 3日(祝) ミラクワ20周年記念コンサート  16:00- ハートピア京都大会議室 

 ※10月18日中に、申込を済ませて下さい。当日の飛び入りは不可です。 

全員、事前登録が必要です。感染対策の1つですので御協力下さい。 

野田 勝利師も菜穂子師と共に出席下さいます。 

 

◆2020年10月15日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計17名≫ 
◆2020年10月11日(日)の礼拝出席者数   ≪合計57名≫ 

  CS…6名 合同礼拝(ｱﾊ )゙…32名 礼拝(Zoom)…19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 


