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昨年は、色んなことを見直しました。その 1 つは、

Website の更新でした。実はそれに先だって、非常

に迂闊なことをしてしいまったのです。元々、サイト

を作って下さった業者の方から、連絡を受けました。

「Word Press の容量が少なくなったので、データ

を削除して欲しい……」ということでした。 

で、私はてっきり、Website の方の Word Press

だと思い込み、データとして Up していた写真、ウィ

ークリィの PDF ファイルなど、一気に削除したので

した……これをすると、何かまずいことが起こるかも

……という思いは心によぎりながら。 

削除を終えてから、分かったことは、Word Press

は、説教の音源を Up している方だったのです。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
用いられちゃう？！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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恥ずかしいことに、Website を見ますと、あちこ

ち穴ぼこだらけ……状態でした。検索では、チャペル、

と打ち込みますと、1 番に表示されます。それが開け

てみると穴ぼこだらけ、というのは、情けないです。 

自分が削除しましたので、戻りません。また、いつ

のどの写真を戻すか、正直、もう分かりません。そこ

で、いちから作り直すことにしたのです。幸い、ふる

ポテチというコーチングのサイトを準備していたの

で、少し作業に慣れていたのです。結果は、明白でし

た。京都中央チャペルが何を目指し、何を提供しよう

としているのか？ということが、クリアになったから

です。「あなたの人生は変わる！」という表題にしま

した。これこそ、最も訴えたいことだからです。 

こうして、結果的には、長年見直したいと思ってい

たことが、実現しました。さらに、Website は更新

が命です。でも、今は毎日更新しています。大失敗も

こうして用いられちゃう！！なんて、幸いですね。  
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2021 年 2 月7 日(日) 聖日 支援 合同礼拝 1１時００分  

主題『愛のプレゼント！』 

説教者：加瀬宣雄 
 

聖書箇所  コロサイ3.8-14 

8 今は、そのすべてを、すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべ

き言葉を捨てなさい。 

9 互いにうそをついてはなりません。古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、 

10 造り主の姿に倣う新しい人を身に着け、日々新たにされて、真の知識に達する

のです。 

 

11 そこには、もはや、ギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、

未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべ

てであり、すべてのもののうちにおられるのです。 
 

12 あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐れみ

の心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。 
13 互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。主があなたが

たを赦してくださったように、あなたがたも同じようにしなさい。 
14 これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成させるきず

なです。 
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《ノーマライゼーション》 

障がいのある人が、障がいのない人と同等に生活をし、共にイキイキと活動できる

社会を目指すこと。（社会福祉政策の基本理念） 

 

 

参照 聖書箇所 コロサイ2.1 

1 わたしが、あなたがたとラオディキアにいる人々のために、また、わたしとまだ

直接顔を合わせたことのないすべての人のために、どれほど労苦して闘っているか、

分かってほしい。 
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（メッセージ・ポイント）  

① 私たちこそ、神の愛で、 

（       ）を実現しよう！ 
 

Cf) 『共生社会』とは 

これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者・高

齢者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。 それ

は、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相

互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、

我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。（文部科学

省） 

 

C f)『共生社会』とは 

障害があってもなくても、女の人も男の人も、お年寄りも若い人も、みん

ながお互いを大切にして、みんなでイキイキと生きる社会のこと。（加瀬

訳） 

 

 

C f)『平等』と『公正』の違い。 

・『平等』は、個々の状況の差などは考えず、等しくすること。 

・『公正』は、個々の差を踏まえた上で、全員が同じような結果を得られ

るようにすること。 

・『共生社会の実現のために』相手が持っている力や可能性が発揮される

環境を作ることを目指す。 

 

 

C f)『べき思考』を脱ぐ。 

人に対して、『〜すべき』『〜であるべき』と言う考え方。 
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 （メッセージ・ポイント）  

② 神と人を結びつける 

        （     ）剤となろう！ 
  

Cf)コロサイ1.7 

7 あなたがたは、この福音を、わたしたちと共に仕えている仲間、愛す

るエパフラスから学びました。彼は、あなたがたのためにキリストに忠実

に仕える者であり、 

 

 

C f)コロサイ4.12 

12 あなたがたの一人、キリスト・イエスの僕エパフラスが、あなたがた

によろしくと言っています。彼は、あなたがたが完全な者となり、神の御

心をすべて確信しているようにと、いつもあなたがたのために熱心に祈っ

ています。 

 

 

  



Kyoto Central Chapel Weekly Report 

 

 

 
7 

【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『勇気』 
 

ゲーテの言葉に「金を失うことは、すべてを失うことにはならない。時を失

うことも、すべてを失うことにはならない。しかし、勇気を失うことは、すべ

てを失うことを意味する」とあります。 

逆に言えば、勇気をもって行動すれば、失った金銭や時間も、回復できると

いうことです。 

これを実践したのがダビデです。 

 

ダビデは、勇気の人でした。勇気を奮い起こすことができた人でした。 

若い頃、巨人ゴリアトと対戦した時も、イスラエルの人々が戦々恐々として、

誰1人として、この敵に立ち向かおうとしなかったのを見て、奮い立ちました。 

「私たちは万軍の主の名、すなわち、お前がいどんだ、イスラエルの神の名

によって、お前に立ち向かう」（サムエル記上 17.45）と告白して、石投げで

1 つの石を投げて、これを倒しました。ダビデには、イスラエルの神、主に対

する熱い信仰と、その信仰によって立って行動する勇気があったのです。 

 

 また出征中、留守をアマレク人に襲われ、町は火で焼かれ、その妻や娘、

子供たちが捕虜にされたことがあります。民は声を上げて泣き、ついに泣く力

さえもなくなりました。そのような逆境の中で、ダビデは「その神、主によっ

て自分を力づけ」（サムエル記上 30.6）たのです。 

そして追撃して、敵に追いつき、これを打ち破り、捕虜や財産を取り返した

のです。 

 

勇将のもとに、弱卒なし、と言います。勇気の人ダビデのもと、イスラエル

は強くなり、王国は興隆しました。 

 

人生には、色んな困難があります。しかし、悩みの日に気をくじくことなく、

強くまた雄々しくありましょう。万軍の主は、必ず共にいて勝利を与えてくだ

さいます。  
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★今週の予定 

2月11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 

 

★ 2月の予定 

7日(日) 聖日礼拝 11：00- アバハウス2階 加瀬宣雄師 

  ミラクワ定期練習 15:00- アバハウス2階  

10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 

17日(水) ミラクワ定期練習 10:00- アバハウス2階  

18日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス2階 宋志雄師 

21日(日) 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  

25日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス2階 村上愛信師 

28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  

 

◆2021年2月4日のBLD祈祷会出席者数  ≪合計20名≫ 
◆2021年1月31日(日)の礼拝出席者数 ≪合計61名≫ 

  CS…5名 礼拝(ｱﾊ )゙…21名 礼拝(Zoom)…21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 


