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2021年1月1日 元日号 

 

新年明けましておめでとうございます！！ 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

2021 年を、共に迎えられたことを感謝しています。今年のテーマは、

『主は道を造られる！！』“Way Maker, My Lord！”です。色んな困

難があります。課題もあります。乗り越えなければならない壁もありま

す。時には、行き詰まって、八方ふさがり……という状況も生じます。

そんな中で、思い出したいことは、主は道を造られる！！ことです。 

今年の御言葉です。今年のカレンダーにも記載しています。ですので、

毎日、ご覧になるたびに、この御言葉を心に刻み込みましょう。 

「19 見よ、新しいことをわたしは行う。今や、それは芽生えている。

あなたたちはそれを悟らないのか。わたしは荒れ野に道を敷き、砂漠に

大河を流れさせる」（イザヤ書 43.19） 

新しいことは、古いことから生じます。古いことは、決して！否定す

べき事ではなく、新しいことを味わう、体験する、受け止めて行く、足

場となるものなのです。なので、まずは、この足場を固めましょう。「固

める」とは「感謝する！！」ことです。2020 年を振り返り、起こった
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出来事を、深く感謝しましょう。ゆめゆめ、後悔してはなりません。後

悔は、受けた恵みを、なし崩しにしてしまうことです。後悔の上では、

新しいことを受け止めようとしても、もろくも崩れます。足場がゆるゆ

るなのです。そんなことでは、大変もったいないですね。 

なので、まずは、この正月、昨年を振り返りつつ、感謝を捧げて、し

っかりした足場を固めてから、2021 年を踏み出していきましょう！ 

私も改めて、「10 大感謝」を申し述べます。 

① 昨年は、56 歳になりました。親父と同じ年を過ごせました。今年

の2 月が親父の命日です。そこからは、親父越え！になります。 

② 娘が結婚しました。不思議な導きで、素敵な旦那様に出会いまし

た。これからの展開が楽しみです。 

③ 家内が 50 歳になりました。残り 50 年をどう過ごすか考え、日

本語教師として歩み出しました。毎日楽しい！と言っています。 

④ 京都ミラクルズクワイアが 20 周年を迎えて、記念コンサートが

できました。ありがたいことに、ハートピア京都もフルで使うこ

とができました。久々の方々も、たくさんお越しになりました。 

⑤ 京都中央チャペルで受洗した方々が、何名も久々にもどっていら

っしゃいました。「2 度と会うことはない！！」と啖呵切っていた

方もおられました。もう、再会！！って、思いました。 

⑥ 御言葉メルマガが満 5 周年を超えました。6 年目に入り、年末か

らは、毎日「ライフチェンジング！メッセージ」を配信していま

す。「人生が変わる！」福音を告げ知らせていきます。 
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⑦ 藤林イザヤのぶっちゃけトーク！！を始めることができました。

このトークから、大いに刺激を受けています。キリスト教界の『徹

子の部屋』みたいになると良いなぁと思っています。 

⑧ 他の牧師様たちにも、説教の機会が増えてきています。共に建て

上げる！ということが、現実化してきています。それぞれの個性

が発揮されていくので、実に豊かな教会になりますね。 

⑨ 宗教法人格を取得できました。完全に京都福音教会からは、独立

しました。これから自立した歩みが始まります。まさに、新しい

ステージが開かれました。 

⑩ 2020 年を生き抜くことができました。私の生活も守られ、全て

の必要も満たされて、ホント、感謝です！もちろん、まだまだ、

危機はありますが、これは 2021 年、必ず勝利できます。 

⑪ 京都中央チャペルの Website も、リニューアルできました。ドー

ンと、1 番言いたいこと、「あなたの人生は変わる！！」というメ

ッセージを打ち出したサイトになりました。 

⑫ 京都中央チャペルの YouTube チャンネルができました。 

https://www.youtube.com/channel/UCvQjpNsXBOzI_Fc

HMSH7r_A/videos 

これが、一覧表で見えるようになりました。 

http://www.chuochapel.com/calendar 

次のページの写真がその一覧表になります。 

毎日、何かしら、番組がある……というのは、凄い事ですね。 
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⑬ コロナ禍の中で、

礼拝や祈祷会をお休みす

ることがなかったこと。

さらに、淡々と毎回を積

み重ねることができたこ

と。どういう状況でも、

福音を進めていくことが

できたことは、最も嬉し

いことでした。気づけば

13 になっていました。 

感謝です。 

藤林波映 

敬愛する兄姉の皆さま 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は大変お世話になりありがとうございました。皆様のお祈りに支

えられて一歩一歩前進することができました。 

新しい一年、いよいよ主に期待して歩み出しましょう。主を愛し、主

と共に歩むお一人一人に、素晴らしい恵みが用意されています。祝福を

心からお祈り申し上げます。 

「見よ、新しいことをわたしは行う。今や、それは芽生えている。あ

なたたちはそれを悟らないのか。わたしは荒れ野に道を敷き、砂漠に大

河を流れさせる」（イザヤ 43:19）  
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2020 年 1 月1 日(祝) 元旦礼拝 11 時 

主題『朝ごとに！』 

説教者：藤林イザヤ 

 

 

聖書箇所 イザヤ書48.6-7 

 

6 お前の聞いていたこと、そのすべての事を見よ。 

自分でもそれを告げうるではないか。 

これから起こる、新しいことを知らせよう。 

隠されていたこと、お前の知らぬことを。 

 

7 それは今、創造された。 

昔にはなかったもの、昨日もなかったこと。 

それをお前に聞かせたことはない。 

見よ、わたしは知っていた、とお前に言わせないためだ。 

 

 

《イザヤ書の御言葉の内容！》 

 

神の創造の御業は、日ごとに、朝ごとに新しい！ 

→今、この瞬間に、神様の創造の御業は進められていく！ 

⇒「瞬間的、漸進的創造」の御業が、今を形づくっていく！ 

 

 

哀歌3.22-23 

22 主の慈しみは決して絶えない。 

主の憐れみは決して尽きない。 
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23 それは朝ごとに新たになる。「あなたの真実はそれほど深い……」 

 

 

《哀歌の御言葉の内容！》 

 

創造の御業の中に、慈しみと憐れみが尽きることはない！ 

→朝ごとに、新しいものとして生み出される！ 

⇒毎日の生活自体が、創造の御業の連続として、朝ごとに更新されていく！ 
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（メッセージ・ポイント） 

① 未体験の新しい御業は、 

（      ）によって始まる！ 
 

 

C f) テトス書3.5 

5 神は、わたしたちが行った義の業によってではなく、 

御自分の憐れみによって、わたしたちを救ってくださいました。 

この救いは、聖霊によって新しく生まれさせ、 

新たに造りかえる洗いを通して実現したのです。 

 

 

 

② 朝ごとに更新される 

慈しみと（     ）を受け取ろう！ 

 

 

C f) 出エジプト記34.6-7 

6 主は彼の前を通り過ぎて宣言された。 

「主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く、慈しみとまことに満ち、 

7 幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを赦す。 

しかし罰すべき者を罰せずにはおかず、父祖の罪を、子、孫に三代、四代

までも問う者」 
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今井直喜 

今井久美子 

 

新年明けましておめでとうございます。 

 

愛する皆様と新年を迎えることができる恵みを感謝致します。今年も

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

今まで幾度となく歴史的な出来事を経験してきましたが、昨年からの

コロナ感染拡大という長期に渡って、世界中の人々の生活自体を変えて

しまう出来事は初めてです。そして、今も真っ只中です。今まで出来て

いた当たり前のことは、実は当たり前ではなかったのだということを、

皆様もたくさん実感されておられると思います。 

 

そんな無くすことが多いと感じる時代でも、私達には神様の恵みが

日々与えられています。残念だったことを数えるのではなく、与えられ

たその神様の恵みを数えるものとなりたいです。 

 

先日、予定していたイベントに行けなくなってしまった大学一回生の

子どもが、家でお友達とオンラインで会うことにしました。忙しい高校

時代には行けなったいろんなイベント達。絶対に大学生になったら行き

たいと楽しみにしていたけれど、昨年はことごとく中止になってしまい、

幾度も落胆していました。 

 

今年最後のイベントも中止になってしまいましたが、お友達と時間を

共有することはできるのですから、ここは腕の見せ所。そこで、特別プ

レゼントならぬ特別プレゼンを贈る企画したのです。ゲーム好きなので、
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お友達の好きなゲームの傾向を分析し、お友達にぴったりのゲームをお

勧めするというプレゼンのプレゼントです。オンラインならではのプレ

ゼン(ト)企画です。参加してくれるお友達一人一人に向けてKeynote

を作成していました。 

 

お友達の反応は、もちろんバッチリ！中には、早速そのゲームを購入

してくれた人もおられたようです。予定していたイベントに参加はでき

ませんでしたが、新しい試みに挑戦し、新しい楽しさを味わえたようで

す。 

 

『神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、

万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っていま

す。』（ローマ書 8:28） 

 

何度も聞いたことがある御言葉です。この御言葉を真面目に自分の生

活に当てはめて、生きてみようではありませんか。”万事”には、でき

ない状況も、想定外の出来事も、苦しい実情も、悲しい事情も、辛い現

実も、今の皆様の状況が含まれています。どれもこれも神様の御手にか

かると全てが益となるのです。 

 

2021 年、神様は素晴らしいことを私たちに計画して下さっています。

そのことを信じて、共に希望を持って歩んで参りましょう。 

 

God will make a way for you! 

「神様はあなたの道を造られます！」 
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加瀬宣雄 

 Hallelujah！新年、明けまして、おめでとうございます！！ 

 

 いや〜、最近、月日が経つのを早く感じます。月が変わるごとに、「も

う１ヶ月が経った」なんて思っております。そして、これを言い出した

ら、年を取った証拠らしいですが…(笑)、そんな私がですね…、ちょっ

と皆様にお伝えしたいことがあります。それは、世では、年を取ること

を「悪いことだ」とネガティブに捉えがちですが、年を取ることは、『神

の恵み』を沢山戴いた証であり、「加齢は、喜ばしいことだ」と言うこ

とです。 

 

 箴言 16 章 31 節を開くと、『白髪は輝く冠、神に従う道に見いださ

れる。』とあります。最近、白髪が出始めた私は、見付けたら、「ここに

いたのか！」と敵のように抜いておりますが…、し・か・しです。御言

葉は、「白髪は輝く冠だ」と語ります。そう。月日の経過は、神の恵み

を沢山戴いている証拠・証だからなのです。 

 

 また、冠は、王として認められる『権威』も意味しますよね。つまり

これは、王なる神様が、子である私たちのことを、「私の血筋を引く継

承者だ」として認めて下さる証でもあるのです。 

 

 苦労のあかしのように表現されてしまう『白髪』ですが、『神の恵み

を戴いた年月の証』であり、『神の子である正統継承者の証』です。喜

ばしいものなのです。また同じ章の 33 節を開くと、『くじは膝の上に

投げるが、ふさわしい定めは、すべて主から与えられる。』とあります。 
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 年始に多くの人が、おみくじを引きます。そして、そのおみくじによ

って、1 年の運勢を占っています。そんなおみくじには、（寺社仏閣に

より多少の違いはあるものの）【大吉、中吉、小吉、吉、半吉、末吉、

末小吉、凶、小凶、半凶、末凶、大凶】があるそうですが、大吉以外が

出たら、もう堪らないですね…。 

 

 しかし、聖書は、そんな『くじ』を超えた『神の定め』があるとを語

ってくれます。神様は、あなたの人生の、一生分のご計画（ふさわしい

定め）を持っておられます。それは、行き当たりばったりで変わるよう

なチンケな計画なんかではありません。最も良い時に、最も良いことを

して下さる神様です。 

 

「この 2021 年に与える！」とご計画している『最高恵み』がある

のです！！『当たるも八卦当たらぬも八卦のくじ』ではなく、私たちに

は、『確かな神の祝福の計画』があります。良きものは、全て、主から

与えられます！まことの神・父なる神様は、大いなる祝福（寺社仏閣で

言う大吉）しか、あなたには、お与えになりません！！ 

 

 新しい1 年が始まります。私たちは１つ歳を取りますね。そしてこれ

は、大きな恵みを体験することを意味しています。2021 年、皆さんは

素晴らしい体験をします。それは、大いなる神の恵みの体験です。驚く

ような奇跡だって、あなたが体験するのです！！あなたが、神様から、

冠を頂戴するのです！ 

 

 さあ、神様に期待しましょう。大きく期待しましょう。神様は、大い

なる祝福と恵みを、あなたに必ず与えて下さいます!  Hallelujah！  
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★今週の予定 
・2日(木) BLD祈祷会はお休みとなります！ 
・1日午後から4日までアバハウスは閉館となります。 
・5日(日)  年頭聖日礼拝 アバ2階 11:00-  
 

 
★礼拝のご案内 
  
 日曜日  CSK（幼稚科・小学科） 9:30- アバハウス4階 
  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3階(第三週目) 
      支援礼拝  13:30- アバハウス2階 
 
木曜祈祷会 19:30- アバハウス２階 
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