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今日から、アドヴェント、待降節が始まります。ク

リスマスまでの 4 週間の日曜日を、主イエスのご降

誕を思いつつ待ち望む期間です。ですので、今日から

クリスマスのメッセージをお届けします。 

主イエスの誕生には、前触れとなる出来事が起こり

ました。バプテスマのヨハネの誕生です。ヨハネの両

親は老年になるまで、子どもに恵まれませんでした。

しかし、エリサベトの恥と思っていたことを、神様は

拭い去って下さったのです。ばかりか、ヨハネを通し

て、洗礼運動が展開していき、その流れを継承する形

で、主イエスが公生涯に立って行かれることになった

のです。まさに、ヨハネは主イエスの踏み締める道を

備えて行く働きをしたのでした。これはルカです。 
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さらに主イエスのご降誕を、占星術の学者たちが察

知して、長い旅を続けながら、ベツレヘムへと至るこ

とが起こりました。当時のことですから、何ヶ月もか

かりました。すると、誕生の出来事の大分前から、出

発していないことには、主イエスに拝謁することがで

きなかったのです。これはマタイが報告しています。 

ですので、クリスマスの物語は、ルカとマタイの報

告から構成されているのです。今冬は、時系列にして

クリスマス物語を味わいたいと思っています。 

とはいえ、礼拝と祈祷会だけでは、到底網羅できま

せんので、毎日のメルマガを通して、味わいましょう。 

時系列では次の順番になります。エリサベトの懐妊、

マリアの受胎告知と懐妊、ヨセフの困惑と夢のお告げ、

ベツレヘムへの旅と出産、羊飼いたちの訪問、エルサ

レム神殿での割礼、東方の博士たちの訪問、エジプト

への逃避行、ナザレへの帰郷と定住となっています。  
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2020 年 11 月 29 日(日) 待降節聖日礼拝 1１時００分  

主題『神にはできる！』 

説教者：藤林イザヤ 
聖書箇所  ルカ伝1.26-33 

26 六か月目に、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に神から遣わされ

た。27 ダビデ家のヨセフという人のいいなずけであるおとめのところに遣わされ

たのである。そのおとめの名はマリアといった。 

 

28 天使は、彼女のところに来て言った。「おめでとう、恵まれた方。主があなた

と共におられる。」 

 

29 マリアはこの言葉に戸惑い、いったいこの挨拶は何のことかと考え込んだ。 

 

30 すると、天使は言った。「マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みを

いただいた。31 あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けな

さい。32 その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。神である主は、

彼に父ダビデの王座をくださる。33 彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終

わることがない」 

 

 

《前半の内容》 

天使ガブリエルが、マリアのところに派遣される！ 

→マリアに対して、恵まれた方と呼び掛け、恐れるな！と語り掛けられて、 

 男の子をみごもり出産することが告知される！ 

⇒それに対して、マリアは大いに戸惑い困惑する！ 

 

 

ルカ伝1.34-38 

34 マリアは天使に言った。「どうして、そのようなことがありえましょうか。わ

たしは男の人を知りませんのに」 
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35 天使は答えた。「聖霊があなたに降り、いと高き方の力があなたを包む。だか

ら、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。36 あなたの親類のエリサベトも、

年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう

六か月になっている。37 神にできないことは何一つない」 

 

38 マリアは言った。「わたしは主のはしためです。お言葉どおり、この身に成り

ますように。」そこで、天使は去って行った。 

 

 

《後半の内容》 

ガブリエルは、マリアが身ごもるのは、特別な力、聖霊の力によることを明示する！ 

→男性によらずに出産することは通常はあり得ないが、 

 既に、通常あり得ないことが起こっている！ 

⇒だから、神にできないことは何一つない！と信じるように勧められる！ 
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（メッセージ・ポイント）  

① どんな状況にあっても 

神様は（     ）いる！ 

 

 

Cf) マタイ伝1.23 

23 「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと

呼ばれる」この名は、「神は我々と共におられる」という意味である。 
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② 神にできないことは 

何（     ）ない！  
  

 

Cf)マルコ伝10.27 

27 イエスは彼らを見つめて言われた。 

「人間にできることではないが、神にはできる。 

神は何でもできるからだ」 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『自分を確立する』 
 

日本では、学問には二通りある、と昔から言われてきました。1 つは「己

のための学」、もう一つは「人のための学」です。 

「己のための学」は、実学といって、その人間がいかにあるべきか、いか

に生きるかを学ぶことです。つまり、自己形成のための学問です。 

これに対して「人のための学」は、実用的な学問で、それが何かに役立つ

ということが基本になっています。 

しかし、自分がどうであるかを問わずに、役立つ学問だけを身に着けると、

軽佻浮薄（けいちょうふはく）な感をまぬがれません。どうしても人の評価、

批判を気にして、それに流されてしまいます。 

 

ある人が日本の政治家は、バカじゃないか、と悪口を言っていました。何

をするにも、自分自身で物事を決める物差しを持っていないから、アメリカ

がこう言っていたからこうしよう、ああしよう、と、人の思惑で行動してい

るというのです。 

そしてそれを決めるにも、自分の党の派閥のボスの話を聞いて、それに従

う。人の顔色や言葉を気にしてばかりだから、一向に、その人らしいものが

出てこない、というのです。 

せっかく総理とか、大臣とかになったのだから、それだけの見識があれば

いいが、これじゃ、使い走りに過ぎない、と、まことにもっともな点が多い

のです。 

 

聖書には「あなたの持っている信仰を、神の御前に、自分自身に持ってい

なさい。自ら良いと定めたことについて、やましいと思わない人は幸いであ

る」（ローマ書 14.22）とあります。 

 

自分の持っている信仰（実学）、これが確立されていないと、結局は主体性

のない行動に陥ってしまうのです。政治家だけではなく、私たちも周囲の考

えに振り回されやすい者です。御言葉に聞く人格形成が、何より要求される

のです。 
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★今週の予定 

12月3日(木)  BLD祈祷会 19:30- アバハウス2階 金建太師 

★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 

★12月の予定 

2日(水) ミラクワ定期練習  10:00- アバハウス2階 

3日(木) BLD祈祷会         19：30- アバハウス2階 金建太師 

6日(日) アドヴェント第2聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 今井直喜師 

ミラクワ定期練習  15:00- アバハウス2階  

13日(日) アドヴェント第3聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 加瀬宣雄師 

16日(水) ミラクワ定期練習  10:00- アバハウス2階 

20日(日) クリスマス礼拝 11：00- アバハウス1−3階 マプナ、ミラクワ特賛 

 感謝会 12：30− 1−3階に分かれて、昼食会 ※各自昼食持参 

24日(木) クリスマス・イヴ礼拝 19：30- アバハウス2階 キャンドル礼拝 

 25日(金) クリスマス・ゴスペル 15：00〜 19：00〜 ロームシアター 

 27日(日) 2020年最終聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 

 31日(木) 除夜祈祷会 17：00− アバハウス2階 

★ 2021年1月の予定 

 1日(金) 元旦礼拝 11：00− アバハウス2階  2日 ※アバハウス閉館 

 3日(日) 年頭聖日礼拝 11：00− アバハウス2階 4-6日 ※アバハウス閉館 

 
◆2020年11月26日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計 名≫ 
◆2020年11月22日(日)の礼拝出席者数   ≪合計66名≫ 

  聖日礼拝(ｱﾊﾞ)…37名 礼拝(Zoom)…16名 支援…12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 


