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先週、特別な日を過ごしました。1992 年 2 月

26 日に父が召天しました。享年 56 歳でした。それ

から 28 年が経過しまして、同じ 56 歳に私がなり、

この日を迎えたのです。感慨深い日でした。 

56 歳になってからずっと、意識してきていたこと

ではありましたが、遂に！という感じです。神様が命

を与えてくださり、託してくださったゆえに、この日

を迎えることができたのだ、と感謝を新たにしました。 

この年齢になって、とっても心を躍らせることにな

りました。それは、ライフタイム・ヴィジョンが明確

になったからです。自分の人生を賭けて、何をするの

か？が、ハッキリしました。それは、聖書の御言葉を、

できる限り、現代化させて「語る！」ということです。 

New Creation Church in Kyoto since 1997 

Miracles 
役割を知る！ 
 

主管牧師 藤林イザヤ 



Kyoto Central Chapel Weekly Report 

 

 

 
2 

聖書の御言葉は、数千年前に文字化、文書化されま

した。その前は、旧約聖書も、そして、新約聖書も短

い年限でしたが、口伝えで語り継がれていたのです。

それが、文字化しますと、フリーズドライ化します。

保存性は高いです。伝承性も高まります。語り伝える

のは、人間の記憶を辿りますので、ある面、汎用性は

低くなります。相当な時間をかけて、丁寧に話しをし

ないと伝承できません。そういったことが、文書化を

通して、乗り越えられました。 

同時に、固定化、字義的なことに拘るという流れが

生じました。文字は人を殺す、ということが起こりま

した。だからこそ、霊は人を生かす、という道が必要

です。それが、文字化したものを、語り直すというこ

とで、開かれていきます。ここに、説教者の役割があ

る、ということなのです。このことが明確になったこ

とは、人生の喜びです。主に感謝しています！  
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2021 年2 月28 日(日) 聖日礼拝 1１時００分  

主題『主に貸す人生！』 

説教者：藤林イザヤ 
 

《知恵文学》 

箴言は、知恵文学の1 つ！ 

→ヨブ記、コヘレトの言葉。 

理論的知恵とは異なり、実践的知恵を提示する！ 

→職業上のコツ（骨）も含めた知恵。 

知恵は「社会集団の共通の財産」である！ 

 

 

聖書箇所  箴言19.15 

15 怠惰は人を深い眠りに落とす。怠けていれば飢える。（新共同訳：1986 年） 

 

15 怠惰は人を深い眠りに落とし、怠け者は飢える。（協会共同訳：2019 年） 

 

15 怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。（新改訳） 

 

15 怠慢は、昏睡に陥らせる。たるんでいる者は飢える。（岩波書店訳・旧約聖書） 

 

15 なまけは深い眠りをもたらす。おこたる人は飢えねばならぬ。（関根正雄訳） 

 

15 怠けて眠りこけていると、そのうち飢えます。（リビングバイブル） 

 

15 怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。（現代訳：尾山令仁訳） 

 

 

《15 節の御言葉の内容》 

怠惰、怠けることは、人を飢えにつながる！ 

：怠けることは、古今東西変わることのない宿痾（しゅくあ）！ 
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→箴言にも数多く、怠け者について論及されている！ 

⇒持っているものを全く使わないで終わる！ 

 

 

聖書箇所  箴言19.17 

17 弱者を憐れむ人は主に貸す人。 

その行いは必ず報いられる。（新共同訳：1986 年） 

 

17 弱い人を憐れむのは主に貸しを作ること。 

主はその行いに報いて下さる。（協会共同訳：2019 年） 

 

17 貧しい者に施しをするのは、主に貸すこと。 

主がその行いに報いて下さる。（新改訳） 

 

弱者に慈悲深い者は、ヤハウェに貸しをする（ことになる）。 

彼の行為に、彼は報いて下さる。（岩波書店訳・旧約聖書） 

 

貧しい者をめぐむ人はヤハウェに貸す人、 

彼はその業に充分報い給う。（関根正雄訳） 

 

貧しい人に金を恵むのは、神様に貸すのと同じです。 

後でタップリ利息がついて戻って来ます。（リビングバイブル） 

 

貧しい者を助ける人は、主に貸しているのだ。 

主がそのしたことに、報いてくださる。（現代訳：尾山令仁訳） 

 

 

《17 節の御言葉の内容》 

貧しい人に施すと、返礼は期待しない！ 

→主なる神様だけに心を向けて過ごすことになる！ 

⇒人に対してする、やってあげる意識から、させていただく意識へ成熟しよう！ 
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（メッセージ・ポイント）  

① 勤勉に日々働き、 

（      ）をフル活用しよう！ 

 

 

Cf) マタイ伝25.26 

26 主人は答えた。『怠け者の悪い僕だ。わたしが蒔かない所から刈り取

り、散らさない所からかき集めることを知っていたのか。 
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② 目の前の人に仕えて 

主に（     ）人生を歩もう！  
  

 

C f)コロサイ書3.23 

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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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『カラス』 
 

カラスは身近におりますから、人と親しいのかというと、そうでもなく妙に

嫌がられています。黒くて、大きい体と、喧しく啼く声とで、何となく君が悪

いので、人気が無いのです。それにも拘わらず、世界中に広く分布しています。 

 

聖書の中にも「ノアはその造った方舟の窓を開いて、カラスを放ったところ、

カラスは血の上から水が乾ききるまで、あちらこちらを飛び回った」（創世記

8.6-7）とあります。 

 

鳩は平和のシンボルであるオリーブの若葉をくわえて帰ってきたが、カラス

は洪水の動物の死肉でもあさっていたのか、戻っては来なかったのです。今で

も、ゴミのポリ袋を突き破って、エサをあさっている姿をよく見ます。 

 

聖書では肉的な人のタイプと考えられています。しかし神は憐れみ深い方で

す。このカラスに3 つの恵みを与えておられます。 

 

第1 は、預言者エリヤをケリテ川のほとりで、カラスに命じて養わせられた

ことです。たとえ肉的といえども、神は清めて、これを敢えて用いて下さるの

です。卑下することはありません。 

 

第2 は、「カラスのことを考えて見よ。神は彼らを養っていて下さる」（ルカ

伝12.24）とイエスは言われました。カラスにも神は生きるようにと備えて下

さっているのです。神の目には、偏見はないのです。 

 

第 3 は、「その髪の毛はうねっていて、カラスのように黒い」（雅歌 5.11）

とあり、女性の黒髪の美しさにたとえられています。 

 

たとえ、カラスのように人に蔑まれ、侮られるような者でも、神は覚えてお

られます。決してその存在価値を否定してはおられないのです。そこに広い神

のお心があります。  
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★今週の予定 

4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 

 

★ 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  

11日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス2階 安達隆夫師 

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 関 誠師（KGBC） 

21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  

31日(水) ミラクワ定期練習 10:00- アバハウス2階 

 

 
◆2021年2月25日のBLD祈祷会出席者数  ≪合計20名≫ 
◆2021年2月21日(日)の礼拝出席者数 ≪合計69名≫ 

  CS…5名 礼拝(ｱﾊﾞ)…29名 礼拝(Zoom)…23名 支援…12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 


