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本日は、年に 1 度の、教会大掃除です！日本の慣

習では、旧年中に掃除を済ませて、新年を迎える、と

いうのが通例ですね。ただ、旧年中……とくに、年末

が押し迫りますと、キリスト教会では、年間の最大行

事の 1 つ、クリスマスがやってきます。なので、そ

の準備やなんやで、なかなか掃除まで、手が回らない

……いや、気持ちが向いて行かない……というのが、

実情なのです。で、一昨年から、思い切って、新年に

入ってから掃除する！ということを、始めました。 

一昨年は、αββα−HOUSE に溜まりに溜まって

いた不要品を、一切合切！捨てる！！という、まさに

大掃除をしました。基準は、この一年で 1 度も使わ

なかったものは、処分する、ということでした。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
断捨離！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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これは、結構たくさんありました。机、椅子を含め

て、αββα−HOUSE の前にうずたかく積み上げら

れていたのを覚えています。粗大ゴミの処理場へ持っ

ていきまして、全て処理をしたのでした。 

昨年は、そこまでのゴミはありませんでしたが、同

じ基準で照らすと、相当なゴミとみられるものがあり

ましたので、車一杯分くらいは処理した次第です。 

大掃除をしながら、必要なもの、捨ててはいけない

ものは、いつも使っているもの、使うことがちゃんと

想定されるものなのだ、という当たり前のことでした。 

人生の中でも、「断捨離！」という言葉で物語られ

ますが、人生の棚卸し、総ざらいをして、整理するこ

とはとっても大事なことです。過去の体験というもの

を、適正に位置づけることは、新しい歩み出しの大切

な基盤になります。 

ぜひとも、人生の断捨離も、ぜひ！やりましょう！  
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2021 年 1 月 17 日(日) 聖日礼拝 1１時００分   

主題『全力クリスチャン』  

説教者：今井直喜  

  

聖書箇所 ローマ12:11  
怠らず励み、霊に燃えて、主に仕えなさい。  
  

《全力で生きるといつも新鮮》  

人間は飽きやすい生き物である。同じことを繰り返すのがあまり得意ではない。す

ぐにマンネリ化してしまう。しかし、聖書の語る神様を信じるキリスト者は、神が

創造された新しい一日を感謝して、始めることができる。  
  
Cf) 詩編118:24 今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び躍ろう。  
  
  

《全力で生きると結果を気にしなくなる》  

全力を出して生きることがよいことだとわかりながら、なかなかできないのは、考

えていたような結果がでないことを恐れているからであろう。聖書の語る神様を信

頼するキリスト者は、万事が益をなることを信じて、不安を乗り越えて取り組むこ

とができる。  
  
Cf) フィリピ 3:13 兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。な

すべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、3:14 神

がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目

指してひたすら走ることです。  
 

コロサイ3:23 何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心か

ら行いなさい。  
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《全力で生きると価値ある人生になる》  

多くの人々は生きることに意義や意味を見出すことができずに苦労している。何の

ために生きているのかわからないのだ。神の子であるキリスト者は、神様から使命

を与えられ、その生涯を通して神の栄光をあらわすという役割が与えられている。  
どんなことであれ、全力で取り組むなら、神様が結果を与えてくださる。  
  
Cf) ガラテヤ 6:9 たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て、

実を刈り取ることになります。  

 

Ⅰコリント 10:31 だから、あなたがたは食べるにしろ飲むにしろ、何をするにし

ても、すべて神の栄光を現すためにしなさい。  
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1. （    ）して全力を出そう。  
  
Cf) Ⅰコリント15:58  

わたしの愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立

ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無

駄にならないことを、あなたがたは知っているはずです。  
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2. 考えられないほどの（    ）が待って

いることを知ろう。  
  

 

Cf) 箴言10:22  

人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできな

い。  
 

Ⅱコリント4:17  

わたしたちの一時の軽い艱難は、比べものにならないほど重みのある永遠の栄光を

もたらしてくれます。  
 

Ⅱテモテ4:7 -8 

わたしは、戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走りとおし、信仰を守り抜きま

した。今や、義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそ

れをわたしに授けてくださるのです。しかし、わたしだけでなく、主が来られるの

をひたすら待ち望む人には、だれにでも授けてくださいます。  
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『賢い妻』 
 

先日、結婚式に出席しまして、あらためて箴言の有名な言葉を考えていま

した。 

「家と富とは先祖から受け継ぐもの。賢い妻は主から賜るものである」（箴

言 19.14） 

日本でも良妻賢母といいますが、一体、賢い妻とはどのような妻でしょう

か？ 

 

旧約聖書のサムエル記上 25 章には、ナバルの妻アビガイルの話しが出て

きます。ナバルは欲深く乱暴な男でしたが、その妻アビガイルは聡明な婦人

でした。 

ダビデが伴の者達に、少しの食料と水とを与えてくれるように求めた時、

ナバルは「ダビデとはどこの誰か、氏素性の分からぬ人間に与えることがで

きるか！」とひどい侮辱を加えて、これを退け、ダビデの激しい怒りを買っ

たことがありました。 

アビガイルはそれを聞いてすぐに若者たちを引き連れ、パン 200、ぶどう

酒の革袋2 つ、調理した羊5 頭、その他、煎り麦、干しぶどう、いちじくな

ど、たくさんの食料を持参し、夫の非礼を丁重に詫びました。 

その迅速な行動、深い陳謝の言葉、心からへりくだっての物腰に、ダビデ

の心は和らぎ、危機は回避されたのです。 

 

自分の主人の落ち度を認めることは辛いことでしょうが、しかしそれによ

って主人が害を受けてはならぬと、自分が全ての責任をひっかぶっての行動

派、相手の心を和らげます。健気なものと映るからです。 

 

賢い妻とは、このように、自分の夫のことを思い、自分を捨てて行動でき

る人のことです。それにはある程度、自分の夫を客観視できる、広い心を持

たないといけないのです。 

 

愛するとは、一体化することですが、しかしべったりとくっついてしまう

のは、かえって危険な場合もあるのです。愛しているゆえにまた、少し離れ

て物事を見る視点を持つことが、賢さというものであります。 
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★今週の予定 

1月21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 

 

★ 2021年1月の予定 

17日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 今井直喜師 

 13：00− アバハウス全館清掃 ※掃除ができる格好でいらして下さい！ 

24日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 加瀬宣雄師 

31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 

 

★ 2月の予定 

3日(水) ミラクワ定期練習 10:00- アバハウス2階  

7日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 加瀬宣雄師 

7日(水) ミラクワ定期練習 10:00- アバハウス2階  

14日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス2階 

21日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス2階 今井直喜師 

◆2021年1月14日のBLD祈祷会出席者数  ≪合計18名≫ 
◆2021年1月10日(日)の礼拝出席者数 ≪合計68名≫ 

  CS…5名 礼拝(ｱﾊ )゙…29名 礼拝(Zoom)…21名 支援…13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 


