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神が、天地創造を始める時に、地は混沌であ

って、闇が深淵の面にあったとなっています。

闇があり、深淵があったのです。その時に、神

の言葉がありました。「光あれ。」と。こうして、

光があったのです。光が輝くと言うことは、闇

が必要です。深い闇がです。この世界にはいろ

いろな闇があります。その闇を見つめることに

よって、光がよく見えると思います。 

 

2021 年 3 月 11 日が来ると、東日本大震災か

ら 10年になります。私が経験した自然災害で、

一番被害が大きかったものでした。あの日、日

本全体が大きな揺れに襲われました。立ってい

ることもできず、座り込んでしまいました。東

北地方では、大きな津波が各地を襲いました。

テレビ映像から流れてくるものは、映画の画面

かと思わせるものでした。これが現実のことと

は考えることができませんでした。しかし、そ

れは現実でした。当時、神奈川にいた私は、東

北の被災地のニュースを見る度に、何か自分に

できることはないかと考えていました。学校に

いたので、学校ではすべての行事が中止になり

ました。部活も大会もなくなったように記憶し

ています。3月 11日から、2週間が過ぎて、東

北道が開通した事を知りました。東京から仙台

まで夜行バスで行き、仙台から石巻までタクシ

ーで行き、石巻市の災害ボランティアセンター

に行き、ある活動に参加しました。3月 29日に、

石巻市に行きましたが、その時の様子は今でも

脳裏にしっかりと覚えています。ひどい悪臭と

泥まみれの町々、人々は泥の撤去、そして、家

の片付けに追われていました。まだ上空では、

自衛隊のヘリが旋回していました。 

この 2011 年のクリスマス近くに、石巻に行

きました。そこで、日本キリスト教団石巻山城

町教会を訪問しました。初めての訪問でしたが、

この年に赴任した関川牧師があたたかく迎え

てくれました。当時の話や､その時の映像を見

せてくださいました。石巻市内を望むことがで

きる日和山公園があるのですが、そこから捉え

た映像でした。地震の発生時、津波の襲来、そ

して、津波によって町が飲み込まれる様子、火

事になっていく様子、そして、高台の日和山公

園に人々が必死に登ってくる様子が写されて

いました。日和山公園に行く何段もある階段を

必死に登ってくるのです。関川牧師が、聖夜礼

拝をいつもは夜にやっていたけれども、その年

は、午後 2時から行うことにしましたと言う言

葉が今でも、しっかりと覚えています。 

今年は、世界中が、新型コロナウィルスの脅

威にあります。今まで当たり前だったことがで

きなくなるのです。教会では、集まって礼拝を

するのが当たり前でした。それが、感染の危険

性から、教会には来ないでくださいと言わなけ

ればなりませんでした。少しずつ、日常生活は

戻りつつありますが、まだまだ、新型コロナウ

ィルスの脅威は続いており、不安と戸惑いの中

にあります。この中で、学校には行けない、仕

事にも行けない、旅行にも行けない、好きな食

べ物を食べに行くことができないなどの、でき

ないできないと言う経験をしました。私たちは、

この試練について、神から大きな課題を与えら

れているのでしょう。 

まもなく、2020 年のクリスマスを迎えます。

今から約 2000 年前、ユダヤのベツレヘムの家

畜小屋に、神の子イエス・キリストが誕生しま

した。この世界は、いろいろな課題があり、闇

が覆っているようです。いろいろな闇が、溢れ

ています。その闇を見つめるのでしょう。そし

て、この闇に覆われている世界に、神の子が誕

生されたのです。今、私たちは、その神子から

の光を見るのです。闇の中に輝く光です。ここ

に私たちの希望があります。 

 

日本基督教団瀬戸永泉教会 会報№252 2020 年 11月 29 日発行 
 

巻頭説教 「闇の中に輝く光」 牧師 横山厚志 
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転入者紹介 

Ｈ・Ｒ姉 

 

今年４月に金城教会から転会しました。私の

自宅は教会から橋を渡って数分の所にありま

す。私はそこで生まれ育ちました。小学生の頃

には近くに教会があることは知っていました

が教会がどんなところなのか何をするところ

なのかどんな人達が通っているのか気になっ

てはいましたが何も知らないまま過ぎていき

ました。大人になり名古屋の商売家に嫁ぎ騒々

しい生活の中で心身共にゆとりがなくなり子

育ても仕事の１部になっていました。そんな時、

子どもが通う幼稚園で出会った方から「日曜日

早起きをして教会に行くと１日が変わります

よ」と言われ変わるという言葉に惹かれ教会に

行くようになりました。初めて見る聖書にお祈

りに聖餐式にとまどっている私にある兄弟が

「ここに来てここに座っているだけでいい」と

言われ緊張感がほぐれたことを覚えています。

また旧約から新約まで通して学べるベテル聖

研を勧められ受けることにしました。私は聖書

のページを開くことから始まりました。時間が

かかる私を先生や皆さんが気長に静かに待っ

ていて下さいました。聖研が終わる頃私は洗礼

を考え始めましたが教会に通うことを心よく

思っていない家族のことを思うと受洗はしな

いで教会生活がおくれないものかと考えてい

ました。ベテル聖研最後の日に皆で讃美歌 2編

196 番「救い主は待っておられる」を歌いまし

た。私は一緒に学んできた方達が私を気長に待

っていて下さったことを思い私のような者で

も待っていて下さるというイエス様の姿が重

なり受洗して主と共にある新たな人生を始め

たいと思いました。ここから 23 年間金城教会

で信仰生活を送って来ました。 

高齢になり礼拝に毎週与かるために自宅か

ら永泉教会まで 5分という恵みをいただき転会

を決めました。主にある交わりをよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスの思い出 

クリスマスの思い出と今考える事 

Ｔ・Ｍ兄 

 「本当のクリスマスは教会のクリスマス」と子供の

頃に教えられた。殆ど休むことなく教会学校（兄た

ちは‟日曜学校”と言っていた）に通いクリスマスの

祝会で‟精勤賞”を貰い、イブの夜には枕元のサン

タのプレゼントが楽しみでした。 

 クリスマスイブには教会の若い人たちが夜

間クリスマスキャロリングで病院・養老院・信

者宅の前で讃美歌を歌いました。信者宅ではお

菓子の差し入れを受けたり、お家に招かれ暖か

いお茶とお菓子の接待を受け一休みしてキャ

ロリングを続けていました。そのころは教会に

は若い人が多く 30人近い参加がありました。 

 わが家へは毎年深夜 0時ぐらいになりました。

ある年クリスマスツリーにろうそくを飾った

ところもみの木に火が移りパチパチと瞬時に

ツリーが火に包まれました。若い人ばかりでし

たので火のついたツリーを窓かから庭へ放り

出してくださり延焼を免れたと言うことがあ

りました。 

 家庭を持つと同じように毎年ツリーを飾り

イブの夜には枕元へプレゼントを置きました。

子供たちが巣立った今でも私がツリーを出し

オーナメントを取り付け綿花の雪で飾りま

す・・・。 

 クリスマスやイースターに‟信徒必携”を読

むと自分の『信徒失格』を思い知らされます。

礼拝に出るだけで教会での交流や奉仕が全く

出来ていません。「教会のため時間をささげ、心

を用い、身体を動かすことも立派な献身」と書

かれています。自分が気付いていないだけでや

はり年齢による衰えか･･･とも思いますが、大

津教会でも永泉教会でも私より年長の皆さん

が教会で奉仕されています。 

 自分も教会の交流の中で何か出来ることで

奉仕しなければならないと思っています。 
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建築委員会からの報告 

具体的に動き出した建築の動き 

―教会員が夢と祈りを持って作る― 

建築委員長 Ｏ・Ｎ長老 

教会建築をめぐっては 10月 18日 132周年記

念礼拝後の懇談会「将来の瀬戸永泉教会を考え

る」で話し合いがありました。礼拝堂を整え改

修によりみ言葉を伝える教会として広く市民

の方たちが集っていただけるようにしていこ

うという希望が語られたと思います。 

具体的に分科会を通して建築に向けての歩

みが進んでいます。礼拝堂やＣＳ館のライトの

検討、水回りの調整、車椅子の方にむけて外回

りを安全にする工夫、ブラウジングスペースの

配置と備品の工夫、放送設備の調整など具体的

に検討していただいています。また、ここに教

会があると言うことを知っていただくために

それぞれの部門がアイデアを出し合ってみん

なで作っていくという流れが出てきました。こ

れをもとに建築設計が行われ最終的に来年度

に工事が始まり来年の今頃には新しい礼拝堂

で礼拝が行われていることに期待しています。 

心配しておりました資金についても皆様の

献金によっておおよそのめどがついた形で進

んでいます。ウバメガシの苗木も育ち、その木

そのものの利用も検討されています。ひとつ一

つが教会員の思いを受けて進んでいます。熱意

が伝わり、教会敷地北角の電柱も、前の駐車場

に移転の許可も中電から頂いています。これか

ら教会の近所のお宅への建築についての説明

を行っていきます。近所の方たちも喜んでくだ

さる教会となることを願っています。 

建築の期間には礼拝堂が使えない時もあり

ます。ひとつひとつ希望を持って乗り越えて礼

拝堂が新しい機能を持って、文化財としても生

かされる時を神様の祝福の元に迎えたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 年前“永泉”に込められた先人の想い 

発題者 Ｈ・Ｙ兄 

永泉教会が誕生する 3 年前の 1885 年に、中

水野村で永泉講義所が設立されたのが”永泉”

の名の始まりでした。それは、ヨハネによる福

音書 4 章 14 節の聖句から採られたものと、先

人からの言い伝えです。当時の聖句後半は『…

わが與(あた)ふる水は彼の中(うち)にて”泉

(いずみ)”となり、”永遠(とこしえ)”の生命(い

のち)の水湧(みづわ)きいづべし』です。 

イエス・キリストを救い主と信じ、洗礼を受

けた私たち信仰者は、神様からの愛と罪の赦し

を受けています。この幸せを神様の救いに預か

っていない人々に伝え、主イエスが頭(かしら)

なる教会へ導く使命が与えられているのでは

ないでしょうか。私たちは、”永泉”と命名され

た先人に想いを寄せ、未来に希望と夢を持って、

教会建築を実現すると共に、可能な限り福音を

伝える”種まき”に励みたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教会建築懇談会“未来の永泉教会を考えよう” 

題要約 Ｉ・Ａ姉 

 今回の懇談会の副題―伝道と建築―から私

の考えていることについて…。 

 私にとって伝道＝ソフトウエア、教会（建物）

＝ハードウェアのイメージがある。もちろんき

っちり線引きのできるものではなし、双方をつ

なぐ部分にも大切な役割がある。 

 伝道はその時々の社会状勢に応じて、方法や

手段を変化させていく必要があると考えてい

る。どの地域のどんな人に向けて、どういった

方法でキリスト教について発信していくのか、

常に、柔軟に考え続けていきたい。 

 また、今現在建築委員会を中心に進められて

いる“建物”の部分は、長期的に教会の環境を

整えるもの。その環境を作り上げるのは物質的

なものだけではなく、教会員一人ひとりも雰囲

気をつくる大切な要員（因）。自分たちが当事者

として関わっていくことで、今まで受け継がれ

てきた礼拝堂の見た目や設備が変わったとし

ても、教会の“存在”は恒久的なものであって

欲しい。 
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讃美歌あれこれ 

讃美歌に祈りを込めて     Ｋ・Ｒ長老 

小さい時からあまり音楽が得意ではなく、む

しろ苦手でした。歌うことも楽器を扱うことも。

音楽の授業は早く過ぎ去ってしまえばいい時

間でもありました。しかしながら、礼拝での讃

美は今、喜びでもあります。私たちが積極的に

礼拝に参加するために、その手段のように思い

ます。皆さんはどのように讃美歌をうたいます

か?僕は祈りを乗せて歌います。ささげます。下

手くそだっていい。少々、音が外れたっていい 

(ダメかな?) 。時には叫びのように、あるいは

嘆きのように。神様に思いが届くように、なる

べく大きな声で、きっと聞いてくださる。思い

を受け止めてくださると信じながら・・・。 

” 主なる神様、あなたはすばらしいお方、私

たち自身が思っている以上に私たちの事をご

存じです。” 

 私たちの良い所も悪い所も。必要としてい

ることが何であるかも、必要でないことを求め

てしまっていることも。今、困難でどうしたら

いいのかわからない時も、苦しい時も、悲しい

時も、喜びの時も、楽しい時も、調子に乗って

いる時も、感謝の時も、助けを求めている時

も・・・。だから、祈りを乗せて讃美をささげ

ます。きっと優しい霊で包んでくださる。清ら

かな霊で導いてくださる。 

” 主なる神様、あなたはすばらしいお方、私

たちの全てをご存じです。 礼拝は楽しい時間、

あなたを讃美することが出来るのだから。” 

どうかいつも、いかなる時も讃美することが

出来ますように祈りを込めて。 

 

聖書豆知識 

「紫のろうそく」     小椋 実央牧師 

今から 20 年数年前、アマチュアの合唱団が

バッハのクリスマスオラトリオをドイツの教

会で演奏をする、というなんとも無謀なツアー

にオーケストラ伴奏者として同行した。クリス

マスから正月三が日までという強行スケジュ

ールだったが、クリスマスの時期にヨーロッパ

に行けるなんてラッキーぐらいの軽い気持ち

で参加した。 

 最近はハロウィン人気におされて日本のク

リスマスはやや控え目になったかもしれない

が 20 年前といえばとにかくギラギラとした電

飾で、これでもかというぐらいに赤と緑に町全

体が塗り上げられていた。一方ドイツでは主に

紫のろうそくが主流で、葉や木など自然の素材

をふんだんにつかった質素な飾りつけに拍子

抜けした記憶がある。当時は未信者だったので

知識もあまりなく、ドイツというお国柄のせい

かな？と思っていた。 

 時を経てろうそくが紫だったのは教会歴に

ちなんだ色だ、ということが分かった。受難節

と同じく紫は悔い改めを示す色で、祈りつつ主

イエスのご降誕を待ちわびることが求められ

ている。気が付けば日本でも時折紫のろうそく

を見かけるようになった。クリスマスカラーは

赤と緑という固定概念が失われつつあるのは

教会人としては嬉しく、昭和の人間としては寂

しいような思いもある。最後に、この演奏旅行

にはＴ・Ｍ姉も合唱指導者として参加しており、

後に互いに驚いたことも書き記しておきたい。 

 

2020年クリスマス行事のご案内 

 

☆クリスマス礼拝 

12月 20日（日）10:30～・12:00～ 

☆聖夜礼拝 

12月 24日（木）17:30～・19:30～ 
 

※三密回避のため二部制にしています。 

 必ずマスクの着用をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本キリスト教団 瀬戸永泉教会 

牧師 横山 厚志・小椋 実央 
〒489-0822 瀬戸市杉塚町５ 

 電話、FAX：0561－82－2314 

ホームページ：瀬戸永泉教会で検索または⇒ 

 

＝編集後記＝ 

メリークリスマス!! 今年は新型コロナウィルスの影

響で礼拝は今もなお、感染に注意払いながら進めざる

を得ない状況です。このような時も神様の御心はあり、

恵みと祝福を頂いていることを忘れないようにしなく

てはなりません。終息を願い祈りながら、このクリス

マスをお祝いしたいものです。神様の愛は途絶えるこ

とがありません。希望を持って過ごしましょう。今回

も原稿を頂きありがとうございます。主に栄光ありま

すように。              Ｋ・Ｒ 


