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いと高きところには、栄光、神にあれ！ 

地には平和、御心にかなう人にあれ！ 

メリークリスマス！メリークリスマス！メリー、メ

リークリスマス！クリスマスおめでとうございます。 

今朝は、クリスマスのご挨拶を申しあげました。こ

の挨拶は、昔、キャロリングの時に、全てのお宅の前

で、ご挨拶する時に用いたものです。キャロリングと

いうのは、教会員のご家庭を訪問して、その玄関先で

かじかむ手を温めつつ、クリスマスキャロルを 2 曲

ほど歌います。そして、上記の挨拶をします。その後、

ひと言、訪れたチームの誰かが、そのお宅に神様の特

別な祝福と護りがあるように、お祈りするのです。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
キャンドル！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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すると、その後にお宅に上がらせてもらって、暖か

い飲み物とちょっとした軽食をいただき、しばし歓談

するということになったものです。私の目当ては、こ

のお宅に上がっていただく軽食でした。2-3 軒終わ

りますと、もうお腹いっぱいになりました。祝福をし

に行っているんだか、食べに行っているんだか、よく

分からないキャロリングをしたものです。それでも、

楽しかった！今でもその時の情景が、思い浮かびます。 

闇夜に、キャンドルが灯ると、パアッと明るくなり

ます。京都中央チャペルの創始期には、烏丸御池の角

で、キャンドルを灯しながら、キャロルを歌ったこと

もありました。また、河原町通りの三条アーケード前

の小広場でも、キャンドルを灯しながら、聖歌隊でキ

ャロルを歌ったり、ミラクワで、小コンサートをした

りしました。行き交う方も足を止めて聞き入って下さ

っていました。昔も今も、クリスマスは素敵です。  
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2020 年 12 月 20 日(日) クリスマス礼拝 1１時００分  

主題『絶対評価に生きる！』 

説教者：藤林イザヤ 
聖書箇所  マタイ伝2.5-6 

 

5 彼らは言った。 

「ユダヤのベツレヘムです。 

預言者がこう書いています。 

 

6  

『ユダの地、 

ベツレヘムよ、 

お前は 

ユダの指導者たちの中で 

決していちばん小さいもの 

ではない。 

お前から指導者が現れ、 

わたしの民イスラエルの牧者となるからである』」 

 

 

《前半の内容》 

東方から来た学者たちは 

エルサレムに近づくと 

星を見失った！ 

→王宮をたずねて、メシア、救い主の生誕地を聞く！ 

⇒調べるとユダヤのベツレヘムと、ミカ書に記載されていることが判明した！！ 

 

 

ミカ書5.1 

 

1 エフラタの 

ベツレヘムよ。 
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お前はユダの氏族の中で 

いと小さき者。 

お前の中から、 

わたしのためにイスラエルを治める者が出る。 

彼の出生は古く、永遠の昔にさかのぼる。 

 

《後半の内容》 

元来のミカ書では 

ユダの地ベツレヘムは、 

「いと小さき者」 

というのが定評であった！ 

→ところが、マタイはその箇所を引用しながら、聖霊の感動の中で、書き加えてい

く！ 

⇒「決して小さいものではない」と、真っ向から否定！ 
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（メッセージ・ポイント）  

① クリスマスの喜びは 

神の（     ）にある！ 

 

 

Cf) ルカ伝1.25 

25 「主は今こそ、こうして、わたしに目を留め、人々の間からわたしの

恥を取り去ってくださいました。」 

 

 

C f)ルカ伝1.48 

48 身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。

今から後、いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう、 
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② 自己（        ）に 

まどわされるな！  
  

 

Cf)イザヤ書43.4 

4 わたしの目にあなたは価高く、貴く、わたしはあなたを愛し、あなた

の身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『赤とんぼ』 
 

童謡というのは、ある年齢以上に達しますと、聞くだけで胸にじいんと来

るものであるようです。遠く過ぎ去った幼い日の思いが、心新たになるから

でしょう。 

その中でも三木露風の「赤とんぼ」は、山田耕筰の名曲と合わさって、最

も私たちの心を揺さぶる童謡です。 

「夕焼け 小焼けの赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か 

山の畑の桑の実を 子かごにつんだは 幻か 

十五でねえやは 嫁にゆき お里のたよりも 絶え果てた 

夕焼け 小焼けの赤とんぼ 止まっているよ 竿の先」 

 

私は福音タイムスを 50 部ほど、毎月、ご近所に配っているのですが、こ

の前の夜、10 時頃に配りに歩きました。この辺りは大きな家も多くて、配

り終えるのに 30 分はかかります。少し寒さを覚える夜でしたが、一軒の家

の郵便受け口に、1 匹の赤とんぼが止まっていました。 

触ってみても動きません。手でそっと捕らえて、指先に止まらせますと、

しがみついてくるのです。「痛いから噛まないでよ」と言いながら家へ連れて

帰りました。暖かい居間の観葉植物のくきに捕まらせると、段々と元気が出

たようです。ちょうど、小さいはえが飛んできたので、与えますと、むしゃ

むしゃ食べました。明くる朝、暖かい太陽の下、植木に捕まらせてやったの

ですが、しばらくすると、飛んで行ったのでしょう、もう姿はありませんで

した。 

 

自分の与えられた命の限り、精一杯生きて、そして力尽きれば死して土に

帰る。この1 匹の赤とんぼにも、命を創られた神の存在を思いました。 

 

「自分の命のことで思いわずらう」（マタイ伝 6.25）ことのないよう、教

えられたのです。 
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★今週の予定 

12月24日(木)  BLD祈祷会 19:30- アバハウス2階 キャンドル礼拝 

 

★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 

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 

 27日(日) 2020年最終感謝礼拝 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 

10日(日) 成人式祝福礼拝 11：00- アバハウス2階 大田竜聖兄 

17日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 今井直喜師 

25日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 加瀬宣雄師 

◆2020年12月17日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計18名≫ 
◆2020年12月13日(日)の礼拝出席者数   ≪合計52名≫ 

  CS…6名 礼拝(ｱﾊ )゙…28名 礼拝(Zoom)…18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 


