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クリスマスの物語の中で、心が躍る場面の 1 つは

羊飼いに天使が現れて、主イエスのご降誕を告げる場

面でしょう。今朝のメッセージも、まさにその箇所か

ら語られます。楽しみですね。 

お告げの後でした。先の天使に加えて、千千万万と

いう天の軍勢が現れます。高らかに、大合唱をするの

です。「いと高きところに、栄光、神にあれ！！地に

は平和、御心にかなう人々にあれ！！」 

毎年、年末には、佐渡裕氏の指揮のもと、1 万人の

第 9 という大合唱が、大阪城ホールにて開催されて

きました。1 万人が大合唱するのです。圧巻ですね。

でも、世界で最初のクリスマスの夜も、1 万人の大合
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喜びの爆発！ 
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唱にまさるとも劣らない、天の軍勢の大合唱が捧げら

れたのでした。まさに大きな喜びの爆発！でした。 

大きな喜びの 1 つは、「見出された喜び」です。失

われたものが、発見されると、大きな喜びが生み出さ

れます。なので、1 匹の羊が見つかった時、羊飼いは

その羊を肩車して、喜びを表したのでした。また、失

われた銀貨が見つかった時も、女性はその喜びを告げ

知らせながら、爆発させていったのです。 

クリスマスでは、羊飼いたちがその喜びを味わいま

した。それは彼らをして、次々と語らせていく原動力

となったのです。福音宣教と言います。この根本的な

原動力、源泉は、まさに、深く味わった喜びの爆発！！

ということにあるのです。 

年が明ければ、受験がまもなく始まります。1 年間

学びの中で貯めた力を発揮する時です。それが合格と

いう喜びとして、爆発することを期待します。  
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2020 年 12 月 13 日(日) 聖日礼拝 1１時００分（支援礼拝合同） 

主題『Christmas Gift (クリスマス ギフト)』 

説教者：加瀬宣雄 

 

聖書箇所 ルカ2.8-19 

 

8 その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。9 す

ると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。 
10 天使は言った。「恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げ

る。11 今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この

方こそ主メシアである。12 あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝てい

る乳飲み子を見つけるであろう。これがあなたがたへのしるしである。」 
 

13 すると、突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言った。14 「い

と高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ。」 

 

15 天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、「さあ、ベツレヘムへ行こ

う。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか」と話し合った。16 そ

して急いで行って、マリアとヨセフ、また飼い葉桶に寝かせてある乳飲み子を探し

当てた。 

 

17 その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを

人々に知らせた。18 聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。19 しか

し、マリアはこれらの出来事をすべて心に納めて、思い巡らしていた。 
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（メッセージ・ポイント） 

① イエス・キリストは、この私の救い主。 
 救い・全き（    ）が与えられた！ 
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「ＮＹリハビリテーション研究所の壁に書かれた一患者の詩」 

  

 大事をなそうとして 力を与えてほしいと神に求めたのに 

慎み深く従順であるようにと 弱さを授かった 

 より偉大なことができるように 健康を求めたのに 

よりよきことができるようにと 病弱を与えられた 

 幸せになろうとして 富を求めたのに 

賢明であるようにと 貧困を授かった 

 世の人々の賞賛を得ようとして 権力を求めたのに 

神の前にひざまづくようにと 弱さを授かった 

 人生を享楽しようと あらゆるものを求めたのに 

あらゆることを喜べるようにと 生命を授かった 

 求めたものは一つとして与えられなかったが 

願いはすべて聞き届けられた 

神の意にそわぬ者であるにもかかわらず 

心の中の言い表せない祈りはすべてかなえられた 

私はあらゆる人の中で もっとも豊かに祝福されたのだ 
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② 神の救いは、力となり 

    （    ）を掌中に収める。 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『声をかける』 
 

声をかけるというのは、人と人との間を円滑に保つ礼儀です。これを気軽

にすることのできる人は、素晴らしい印象を与えます。 

 

評論家の戸坂康二氏が、ある中華料理屋に入ったところ、4 人掛けのテー

ブルの片方だけが空いていました。向こう側には、女子大学生らしい娘さん

が、小さい姪を連れて座っていました。 

「かけさせてもらいます」というと「どうぞ」と、はっきりした返事をさ

れた。やがてその 2 人の前に、そばが運ばれてきた時に「お先に頂きます」

と明るく挨拶されたのには、驚いたそうです。 

 

戸坂氏はその後で、同じくそばを食べたのですが、後に食べた者が先に終

わってしまい、会釈して立ち上がったところ「お気をつけて」と言われたの

でした。 

戸坂氏は、あの娘さんにもう一度会いたい、と書いておられます。とても

好感を持たれたのです。 

 

この前、ホザナ園（私どもの教会附属の幼稚園です）で、私が用を足して

いますと、後から入ってきた園児が、先に出ていくときに、「園長先生、ここ

をあけておいていいですか。閉めておきましょうか」と聞くのです。 

続いて私が出ることへの配慮のひと言です。「ありがとう。閉めておいてち

ょうだい」といったことですが、とても明るい心になりました。 

 

箴言には「心地よい言葉は蜂蜜のように、魂に甘く、体を健やかにする」

（16.24）とあります。 

 

ひと言多くて、言わずともよいことは言い、言うべきことは言えないと未

熟な人が多い昨今です。心して、自分の周囲の人に祝福の言葉を与えうる人

間性を養っていきましょう。 
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★今週の予定 

12月17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 

 

★12月の予定 

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 

 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 

17日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 今井直喜師 

 

◆2020年12月10日のBLD祈祷会出席者数   ≪合計18名≫ 
◆2020年12月6日(日)の礼拝出席者数   ≪合計73名≫ 

  CS…6名 礼拝(ｱﾊ )゙…33名 礼拝(Zoom)…20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 


