サンディエゴ日本人教会トピックス【2017 年８月】
暑中お見舞い申し上げます！
残暑厳しい日々ですが、その中にも秋風を感じるサンディエゴの朝夕となりました。そ
の後皆さん、いかがお過ごしですか。子供達も夏休みの最後を大いに楽しんでいます。
今月も皆様の上に神様の豊かな御祝福をお祈りいたします。
今月のトピックスは次のものを掲載いたします。

1. バケーション・バイブル・スクール
2. 教団総会代議員と報告：町田哲哉兄、かおり姉ご夫妻
3. 新しい賛美が生まれました（井上智子姉）

１． バケーション・バイブル・スクール
サンディエゴ教会ではバケーション・バイブル・スクールが毎週日曜日、８月の末まで
もたれ、サンデースクールの各部屋は楽しい飾り付けの教室となりました。先生方の尊
いご指導の下、子供達は大いに学び、大いに楽しみ、遊びと共にみんな喜びを持って励
んできました。
８月２７日の最後の日には、英語部の礼拝後に礼拝堂で卒業式がもたれました。そして
終わった後、かき氷が若者によってサーブされ、皆さんで楽しみました。
彼らを見ていると教会の将来を担う頼もしさが現れ、成長して行く姿が見えます。教会
員一同陰にあって祈り、支え、応援をしています。先生方の尊いお働きを心より感謝い
たします。
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２．教団総会代議員と報告：町田哲哉兄、かおり姉ご夫妻
７月１３日〜１５日までウェストコビナ教会で北米ホーリネス教団の総会がもたれ、日
語部から町田哲哉兄、かおり姉ご夫妻がサンディエゴ教会の代議員として出席されまし
た。その時の様子をかおり姉が「上にあるものを求めつつ生きる」と題してお証をして
くださり、ここに掲載いたします。

町田かおり姉の証

「上にあるものを求めつつ生きる 」

北米ホーリネス教団の２０１７年教団総会にサンディエゴ教会日語部の代議員として主
人とともに出席させていただきました。
二年に一度のこの教団総会には、教団の１６の教会から現役の日語部、英語部の牧師先
生方、牧師夫人、引退された牧師ご夫妻方、代議員合計１２０名がウエストコビナ教会
に集まりました。
この教会に古くからいらっしゃる方々は、教団総会に出席された方も多く、この教団の
事もよくご存じだと思いますが、北米ホーリネス教団に１６も教会があるとか、ほかの
教会やサンディエゴ教会の歴史などもご存じない方もきっと多いことと思います。詳し
いことは、また別の機会に大倉先生に伺うこととして、今回私が教団総会に出席して教
えられたことを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。
このアメリカにおいて、日本語で礼拝を捧げることの出来る教会に毎週来ることが出来
て、バイブルスタディや祈祷会に来られること、それが当たり前のように私たちは思っ
ていますが、ここに至るまで、一世の方々から始まり、二世の方々がどれほど祈り、捧
げ、多くの牧師先生方がご苦労され、またそれを皆さんが祈りを持って支えて来られた
か、今回教団総会でお会いした方々から改めて教えられました。そして、今もなお、３
世、４世、６世にいたるまでの英語部の方々が日語部のために祈っていてくださって、
同じように日語部の方々も英語部のために祈っていらっしゃいます。だからこそ、日英
両語部が共に主に仕える素晴らしい働きをそれぞれの教会が続けてくることが出来たの
だと思います。 教団総会では、会議と言うよりもとにかく、祈りました。
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各教会のため、牧師のため、牧師家族の為、多くのとりなしの祈りが捧げされました。
祈ることしか出来ないとおっしゃる方が時々いらっしゃいますが、祈ることほど大きな
意味をもつものはないのではないでしょうか。

今年引退されるウェストロサンゼルス教会の古山先生のメッセージでは、総会の主題聖
句でもある、コロサイ人への手紙３章２節 「あなた方は、上にあるものを思うべきであ
って、地上のものに心をひかれてはならない」という御言葉から、
「上にあるものを求め
つつ生きる」とはどういう事か教えていただきました。
私たちは、この地上で日々ぶつかる問題、人間関係、病気、経済的な問題、進むべき道、
など、どんなことに対しても自分の力を頼りにしたり、だれかほかの人の助けを求めた
り、それが思うようにならない時、落ち込んだり怒ったり、いつも問題をこの世の知恵
によって解決しようとしてしまいます。しかし、この地上のものには、なぐさめも、解
決もないのです。
私たちが抱えている問題は、問題そのものではなく 、問題を神様の前に持っていかずに、
自分たちの考え方や力というこの世の常識や知恵によって解決しようとすること、それ
が問題なのです。教会のかしらなる主イエスキリストは、私たちが抱える問題よりも偉
大なお方です。その偉大なお方の前に、自分の抱える問題を持って行くときに、なぐさ
めや解決が与えられるのです。
そして、上にあるものを求めるとは、キリストご自身を求めることなのです。
また、同時に、主なるキリストに信頼して、キリストというユニフォームを着たものと
して生きるということです。それはミリタリーに属する軍人さんたちが、軍のユニフォ
ームを着たときに、ビシっと言動が変わるのは、彼らが誰に属しているかをそのユニフ
ォームを着ているときに意識しているからです。
人は、誰に属し、誰の前にいるか、何のために生きるかということで、言動がかわるも
のです。私たちは、キリストの似姿になるようにとよく言われますが、それ以前に、し
っかりとキリストに属すという意味で、イエスキリストのユニフォームを着なければな
らないのです。
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私たちクリスチャンは、自分に対し、また教会に対して語ってくださる主に、軍人さん
たちが上司にイエッサーと答えるように、
「はい」と、答える者にならなければいけない
と教えられました。

引退された牧師先生の多くはすでに８０歳を超えた方が何人もいらっしゃいましたがそ
の中のお一人、細見先生が総会の最後に祝祷をされました。主イエスキリストの恵み、
父なる神のご愛、聖霊の交わりがあなた方とともにいつまでもありますように、、、とい
う、この祝祷をもっともシンプルに現す言葉は、 GOD BLESS YOU だとおっしゃいま
した。
先生は、帰り際にご挨拶に伺ったときに、私に「GOD BLESS YOU と、あなたが受け
た神様からの祝福をほかの人にもその言葉で伝えなさい。」 とおっしゃって強く握手を
してくださいました。
シンプルな言葉ですが、これがどれほど大きな言葉であるかを先生はその笑顔を通して
教えて下さいました。
私たちは上のもの、キリストを見上げてキリストというユニフォームに身を包んで、笑
顔で「GOD BLESS YOU」と喜んで隣びとに仕えるように、この地に遣わされている
のでしょう。
これからも、心を合わせてサンディエゴ教会、そして北米ホーリネス教団が主の御用の
ために用いられるように、ともに祈っていきましょう。
それは、決して、牧師先生や役員の方たちにお任せするのではなく、私たち一人一人に
も、かけがいのない役割があることだと思います。主が共におられるのですから、与え
られたそれぞれの賜物を喜んで用いさせていただきましょう。
今年の教団総会に代議員として出席させていただいたことを心から感謝します。ぜひ、
次回は、いらしたことのない方々、代議員に立候補してくださいね！
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３．新しい賛美が生まれました（10）井上智子姉
毎月 1 回サンディエゴ教会の賛美チームは、賛美練習のときを持ちます。その月の礼拝
賛美のスケジュールを決めたり、新しい賛美の練習をしたり、楽器を合わせたり、陰に
あって大切な教会奉仕の一端を担って神様を崇めます。
賛美リーダーである井上智子姉の新しい詩が曲が生まれました。チームの方々の協力で、
礼拝で彼女がソロ又はジュエットで歌ってくださったり、会衆賛美として一同に紹介さ
れたり、賛美の素晴らしさをシェアしてくださいます。今回は「きよめてください」と
「愛と希望のメロディー」をお送りします。

“きよめてください“

“Cleanse Me , O Lord”

こころの奥にある 罪と向きあい

I look deep into my heart, and face my sin

主に喜ばれる者と してください

Make me the precious child of God, pleasing to You, Lord

十字架のもとに 進み祈る

I come to the cross; I kneel and pray to You

深い闇に光を

Lord, please shed the light of truth

照らしてください

Into the darkest place of my heart

神の前に

こころ

ひらき

In God's presence, I open my heart

罪 けがれより

From sin and unrighteousness

聖霊の炎で今きよめてください

Now, by the fire of the Holy Spirit, cleanse me, O Lord

こころの奥にある 罪と向きあい

I look deep into my heart, and face my sin

主に喜ばれる者としてください

Make me the precious child of God, pleasing to You, Lord

十字架のもとに進み祈る

I come to the cross; I kneel and pray to You

深い闇に光を

Lord, please shed the light of truth

照らしてください

Into the darkest place of my heart

神が住まう 宮として

As a holy temple of God

闇 悪魔より

From darkness and Satan

イエスの血潮で今きよめてください

Now, by the blood of Jesus, cleanse me, O Lord

きらめく光 そそがれ

A bright and shining light pours into me

雪より白く 変えられ

I will be whiter than snow

栄光に輝く主よ

The glorious and shining Lord
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きよめ みちびく

Cleanses me and leads me

神の前に こころ ひらき

In God's presence, I open my heart

罪 けがれより

From sin and unrighteousness

聖霊の炎で今きよめてください

Now, by the fire of the Holy Spirit, cleanse me, O Lord

“愛と希望のメロディー”

“The Melody of God's Love and Hope”

青い空 ひかる海

In the blue sky, in the shining ocean

イエスの 御手の中で

The mighty hands are wrapping around me

悲しみが 空のかなたへ

Sorrows in my heart and the tears on my cheeks

消えてゆく

Are fading into the sky

しおかぜ 寄せる波

In the sea breeze, in the surging wave

イエスの 愛に包まれ

God's love is wrapping around me

喜びが からだじゅうに

The overflowing joy is coming up

あふれでる

All over me

乗り越えられない 試練はない

There is no trial that you cannot conquer

主を見上げ 信じて

Look up to the Lord and believe in Him

歩んでゆこう

Let's walk together in faith

イエスは生きてゆく 力を与える

Jesus gives us the power to live for tomorrow

愛と希望のメロディー

The melody of God's love and hope

世界中かけめぐる

Will travel all over the world

イエスは生きてゆく 力を与える

Jesus gives us the power to live for tomorrow

愛と希望のメロディー

The melody of God's love and hope

あなたへ届くように

Will come to you with great joy and peace

ラッドとし子
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