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今日は母の日です。お母様方の日ごろの労苦を覚え

て、祝福をお祈りします。今年も、緊急事態宣言が出

されたままですので、残念ながら、会食をすることは

控え、心を込めたプレゼントで、感謝を表したいと思

います。 

毎年のように、母の日や父の日は、誰しも例外なく、

迎えるものです。しかし、父母の存在の価値というも

のは、失って初めて！実感できるもののようです。 

父が亡くなる 1 週間前でした。2 人で、ガストに出

向いて、夕食を摂ったのです。私自身は、夜にミーテ

ィングが教会で予定されていたので、急いでおりまし

た。なので、モサモサ食べる父に苛立っていたのです。 
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その時でした。父がポソッと言ったのです。「お前と

波映さんに、色々とレクチャーしないとアカンなぁ」 

私は「はいはい、そうか、分かった……で、はよ食

べて……」とせっついたのでした。その 3 日後に吐血

し、1 週間後には天に帰っていきました。後から振り

返って、臍をかむ思い……という表現がありますが、

私にとっては、何とも情けない、最後の晩餐でした。 

その後、京都中央チャペルを総説することになりま

す。この過程を今振り返りますと、父が居ないことの

大変さを味わったことはありませんでした。自分の手

に余ることばかりでした。実力も無い。いきがりと妙

な自信はありましたが、本当のところは、ちゃんと切

り盛りするだけの力は、全くついていなかったのでし

た。父のカバーリングで、ようやっと立っていたに過

ぎなかったのです。不在の在、を深く実感しました。

母の日なのに、なぜか父の話をしてしまいました。  
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2021 年5 月9 日(日) 聖日礼拝 1１時００分 母の日祝福祈祷 

主題『豊かに稔る人生！』 

説教者：藤林イザヤ 
 

 

【京都中央チャペルの確信】 

 

① 十字架にあやかる洗礼によって新生する！ 

 →変化という成長を遂げる！ 

②成長を促す方向性 エフェソ書4.22-25 

 古い人＝以前の生き方、生活習慣を脱ぎ捨てる！ 

 新しい人＝神の像に即した新しい習慣を着る！ 

 

 

聖書箇所  ローマ書6.4 

 

4 わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬られ、 

その死にあずかるものとなりました。 

それは、キリストが御父の栄光によって 

死者の中から復活させられたように、 

わたしたちも新しい命に生きるためなのです。 

 

 

《4節の内容》 

洗礼は十字架にあやかる死と葬りと復活の体験！ 

→死んで葬られることで、罪の支配に死んで、 

 縁が切れて、解放される体験！ 

⇒新しい命に生きるとは、神の支配に、 

神の御子であるキリストを通して、親子関係につながれる体験！ 
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聖書箇所  ローマ書6.11 

 

11 このように、あなたがたも 

自分は罪に対して死んでいるが、 

キリスト・イエスに結ばれて、 

神に対して生きているのだと考えなさい。 

 

 

《11 節の内容》 

御子自身が開示した福音とは、 

神様と親子関係に入れられる神の義を得ること！ 

→神様とのあるべき関係に、生きているのだと自覚して歩むこと！ 

⇒考えなさい、というのは、 

神の子としての生き様を自分で選択し、選び取りなさい、ということ！ 
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（メッセージ・ポイント）  

① 洗礼が開く新しい命は、 

神と（      ）経験である！ 

 

C f)ヨハネ伝3.3 

3 イエスは答えて言われた。 

「はっきり言っておく。 

 人は、新たに生まれなければ、 

 神の国を見ることはできない」 
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② （      ）という成長を遂げて、 

豊かな実りを楽しもう！  
  

 

C f)ローマ書6.6 

6 わたしたちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、 

罪に支配された体が滅ぼされ、 

もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。 

 

 

ローマ書6.8 

8 わたしたちは、キリストと共に死んだのなら、 

キリストと共に生きることにもなると信じます。 

 

 

C f)ガラテヤ書4.7 

2 わたしにつながっていながら、 

実を結ばない枝はみな、父が取り除かれる。 

しかし、実を結ぶものはみな、 

いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。 
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【藤林邦夫師 3 分メッセージ】 『フランダースの犬』197 
 

家内が、あるお子さまに差し上げるために「フランダースの犬」を朗読して、

テープに収録していました。この児童文学は、イギリスのウィーダ女史の作品で、

ネルロ少年とパトラッシュという犬との愛と同情に満ちた物語です。 

とっても悲しいけれど、美しい話です。 

 

サックスプレーヤーの朝本千可さんはこのように言っています。 

「小学校に入学した時、母が『フランダースの犬』をプレゼントしてくれた。

読み終えた時、私は心をあげて泣いたことを憶えている。何かに感動して泣いた

のは、生まれて初めての経験だった。何ごとも人を感動させることは難しいこと

でもあるし、素晴らしいことでもあると、今でも家にあるボロボロの『フランダ

ースの犬』を手にとる度に、想い出してしまう」 

 

家内が手にして読んでいたのも、藤林マナとその子が覚えたばかりの手つきで

署名されている、やはり古びた本です。娘の小さい頃の愛読書で、家内をそれを

何度も読んでやったことでしょう。この子だけではなく、4 人の子どもの幼い心

に、しみじみと語り掛けたことであったのです。 

 

貧しさの中で、人間の心がどんなに試みられるか、その試みの中で、人間の心

が、どんなに美しく、輝くものであるか、ネルロとパトラッシュの話は訴えかけ

ています。 

 

イエスは「心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう」（マタイ伝

5.8）と言われました。 

ネルロもパトラッシュと共に、神を見つつ、天国への旅につきました。主の御

顔を拝することのできた彼は、幸いでした。これは日本の今の私たちには、遠い

世界のように思えますが、真実な世界なのです。 

 

あなたも 1 度、子どもにかえり、『フランダースの犬』をお読みになりません

か？  
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★今週の予定 

9日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス 母の日祝福祈祷 

13日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス 和田絵理沙神学生 

 

★礼拝のご案内 

 日曜日   教会学校・New Creation Seminar 9：15−；30- アバハウス 

       聖日礼拝  11:00- アバハウス 

       手話礼拝  11:00- アバハウス (第三週目の聖日礼拝) 

       支援礼拝  13:30- アバハウス 

木曜祈祷会 19:30- アバハウス 

 

★ 5月の予定 

16日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス 

20日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス 吉田茂樹師 

23日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス 今井直喜師 

27日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス 久保内宣世師 

30日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス 今井久美子師 

 

★ 6月の予定 

3日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス 今井廣史兄 

6日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス  

 2021年度 第1回KCC 信徒総会 12:30- アバハウス ※Zoom配信有 

10日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス 宋 志雄師 

13日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス 

17日(木) BLD祈祷会 19：30− アバハウス 吉田義則師 

20日(日) 聖日礼拝 11：00− アバハウス 父の日祝福祈祷 加瀬宣雄師 

 
◆2021年5月6日のBLD祈祷会出席者数  ≪合計22名≫ 
◆2021年5月2日(日)の礼拝出席者数 ≪合計61名≫ 

  CS…6名 礼拝(ｱﾊﾞ)…28名 礼拝(Zoom)…16名 支援…11名 
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〒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 
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