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昨日から、JET、Junior English Test という、

TOEIC のジュニア版のテストが始まりました。こう

して、1 年に 1 度程度ですが、子供たちの英語力を

検定する機会があることは、本当に幸いですね。 

2013 年 12 月から、キッズ・ブラウンの教室を

始めました。ちょうど、その第 1 期生が、7 年経過

して、1 番多い子たちが、丁度中 1 になりました。

着実に、力が伸びていっています。でも、どのくらい

伸びたのか、ということは、やはり、客観テストして

初めて、分かるものですね。 

もちろん、この点数が良かったから、悪かったから、

ということで、その子の価値は決まりません。分かる

ことは、その子の力が、今、どの程度か？です。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
確かな成長！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 
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このことは、スゴく大事なことです。現在の位置を

知ることで、これからどのように、進んで行けばいい

かが、見えてくるからです。さらに、どのくらいの目

標を定めていくことができます。どんな成果が出てく

るのか、とっても、楽しみになりました。 

でも、子供たちの中には、テストができた、できな

かったというようなことで、感情がもの凄く上下しま

す。つまり、自分の価値が決まる……と、勘違いして

しまっているからです。この勘違いは、大人になって

もずっと続きます。 

ともあれ、だれしも、良い評価だったら、嬉しいで

すよね。点数が悪くて、できていない……ということ

になると、落ち込みます。ですから、もちろん、これ

らは「素直な反応」ということもできます。 

いずれにせよ、今回、子供たちの確かな成長！とい

うことをしっかりと見定めていきたいと思います。  
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2021 年 2 月 14 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『あなたの役割！』 

説教者：藤林イザヤ 
 

《レビ記とは？》 

レビ記は「主が呼んだ」という意味を持つ書！ 

 

冒頭から、焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、和解の献げ物について語られてきた！ 

→4章に入り、罪を犯した人がどのように贖罪をするのか、ということが語られる！ 

 

 

聖書箇所 レビ記4.2-6 ＜①大祭司＞ 

2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。これは過って主の戒めに違反し、禁

じられていることをしてそれを一つでも破ったときの規定である。 

3 油注がれた祭司（大祭司）が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自

分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。 

4 まず牛を臨在の幕屋の入り口に引いて行き、主の御前に立ち、その頭に手を置き、

主の御前で牛を屠る。 

5 油注がれた祭司は牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、 

6 指を血に浸して、聖なる垂れ幕（誤訳：至聖所の垂れ幕）の前で主の御前に七度

血を振りまく。 

 

 

レビ記4.7-12 

7 次に、血を臨在の幕屋の中にある香をたく祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は、

全部臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。8 その後、献

げ物とする牛から脂肪を全部切り取る。内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するす

べての脂肪、9 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に

切り取った肝臓の尾状葉を、10 和解の献げ物の牛の場合と同じようにして切り取

って、焼き尽くす献げ物の祭壇で燃やして煙にする。11 雄牛の皮、肉、頭、四肢、

内臓、胃の中身は、12 ことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に運び出し、

燃える薪の上で焼き捨てる。これは焼却場で焼き捨てられねばならない。 
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レビ記4.13-21 ＜②共同体全体＞ 

13 イスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合、そのことが会衆の目にあらわに

ならなくても、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、…… 

 

 

《大祭司と共同体全体の罪の贖い》 

大祭司の罪と共同体全体の罪の贖いの為、高価な犠牲を捧げることが求められた！ 

→傷のない、若い、雄牛を犠牲として献げる！ 

⇒血の処理に意味があり、この肉は一切、手を付けてはいけないし、この儀式は大

祭司が執り行う！！ 

 

 

レビ記4.22-23 ＜③共同体のリーダー：族長＞ 

22 共同体の代表者が罪を犯し、過って、禁じられている主なる神の戒めを一つで

も破って責めを負い、23 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雄山羊

を引いて行き、 

 

レビ記4.27-28, 32 ＜④一般の人＞ 

27 一般の人のだれかが過って罪を犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破っ

て責めを負い、28 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雌山羊を引い

て行き、……32 羊を贖罪の献げ物とする場合は、無傷の雌羊を引いて行く。 

 

 

＜民のリーダーと一般の人の罪の贖い！＞ 

前半の2 つは大祭司が自ら司式するものであった！ 

→後半の2 つについては、至聖所の前にはいかないので、祭司であれば、誰であっ

ても司式できた！ 

→民全体と一般の人たちの罪の贖いの儀式は、祭司が担当する役割であった！ 
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（メッセージ・ポイント）  

① 大祭司主イエスは、人間の罪の 

（      ）を成し遂げられた！ 

 

 

Cf) ヘブライ書9.11-12 

11 けれども、キリストは、既に実現している恵みの大祭司としておいで

になったのですから、人間の手で造られたのではない、すなわちこの世の

ものではない、更に大きく更に完全な幕屋を通り、12 雄山羊と若い雄牛

の血に！！よらないで、御自身の血によって！！ただ一度、聖所に入って

永遠の贖いを成し遂げられたのです。 

 

 

C f)ヘブライ書10.14 

なぜなら、キリストは唯一の献げ物によって、聖なる者とされた人たちを

永遠に！！完全な者と！！なさったからです。 
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② 聖なる祭司とされた者として、 

執り成す（      ）を果たそう！  
  

 

C f)Ⅰペトロ2.5 

5 あなたがた自身も生きた石として用いられ、霊的な家に造り上げられ

るようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的ないけに

えを、イエス・キリストを通して献げなさい。 

 

 

C f)Ⅰペトロ2.9 

9 しかし、あなたがたは、選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国

民、神のものとなった民です。それは、あなたがたを暗闇の中から驚くべ

き光の中へと招き入れてくださった方の力ある業を、あなたがたが広く伝

えるためなのです。 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『柿』 
 

以前の教会堂の横には、何本かの柿の木が生えており、秋になると実を結び

ました。肥料を与えることも、手入れすることもありませんでしたので、味の

方は今ひとつ、といったところでした。 

そこへいくと、大枝の安井農園の柿は見事なもので、形といい、味といい、

最高の逸品です。安井農園は、お母様と娘のしげ子さんが、当教会の教会員で

すので、柿狩りに時々伺います。今年もホザナ園で行く予定です。 

 

前にお聞きした話ですが、良い柿を作るには、3 つのことが必要です。 

第1 には、冬に肥料を十分に施すことです。これで地力を付けて、春から夏

の成長期に備えます。 

第2 には、枝を剪定することです。木の葉が落ちた後で、翌年に備えて、適

当な間隔に枝を引くのです。 

第3 は、花が咲いた頃に、かなりとってしまうのです。思い切って、落とし

てしまうと、残った花が大きな実になるのです。 

 

勿論、病気や害虫のための薬剤をかけることなど、非常な労苦がその間に払

われて、ようやく私たちの口に入る時に、満足できる成果となるのです。 

 

主イエスもヨハネによる福音書 15 章で、ぶどうの木の話しをされています

が、要点は同じです。農夫の労苦は、古今東西変わらないのです。 

 

「わたしにつながっている枝で、実を結ばないものは、父がすべてこれを取

り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために、手入れをしてこれをき

れいになさるのである」（ヨハネ伝 15.2） 

 

手入れなくしては、価値ある柿とならないように、私たちも自分に手入れし

ていただく必要があります。そして、良き実が人生に結ばれるのです。  



Kyoto Central Chapel Weekly Report 

 

 

 
8 

★今週の予定 

2月18日(木)  BLD祈祷会 19:30- アバハウス2階 宋志雄師 

 

★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 

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  

 

★ 3月の予定 

3日(水) ミラクワ定期練習 10:00- アバハウス2階  

4日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス2階 

7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  

 

◆2021年2月11日のBLD祈祷会出席者数  ≪合計23名≫ 
◆2021年2月7日(日)の礼拝出席者数 ≪合計61名≫ 

  CS…6名 礼拝(ｱﾊ )゙…35名 礼拝(Zoom)…20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 


