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サンディエゴ日本人教会トピックス【2016年12月】   

新年あけましておめでとうございます！ 

2017 年、年の初めのご挨拶を申しあげます。今年も神様のみ手に守られ、教会の上に、
皆様方お一人お一人の上に神様の豊かな御祝福をお祈りいたします。 

「あなたのみ言葉はわが足のともしび、わが道の光です」（詩篇１１９編１０５） 

今年もみ言葉信仰に立って、神様から豊かなお恵みを頂きたく、お互いに信仰の成長を
目指して励みましょう！皆さんの上に神様の豊かな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． 日英合同礼拝とクリスマス・プログラム 

２． クリスマス・イブ礼拝「キャンドル・ライト・サービス」 

３． 年末感謝集会（年越しそば、うどん） 

４． 新しい賛美が生まれました（５）井上智子姉 

 

1. 日英合同礼拝とクリスマス・プログラム 

１２月１１日（日）は日英合同で礼拝を捧げました。今回は英語部の本多一米先生が「八
日が過ぎ、割礼をほどこす時となったので、受胎のまえに御使いが告げられたとおり、
幼な子をイエスと名づけた」（ルカ２章２１節）から「イエスと名づけた」と題してメッ
セージを取り次ぎました。 
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礼拝後にはクリスマスランチがあり、長テーブルの上には、ごちそうがぎっしりと並べ
られ、子供とお年寄りから順に取り始める長い列が続きました。好きなものを自由に取
って席につき、楽しい会話とともに、笑い声で賑わったテーブルとなりました。このた
めにキッチンでは、多くの方々が朝早くから備え、尊いご奉仕をされました。陰にあっ
てのお働きを深く感謝いたします。どれもとてもおいしかったです。ありがとうござい
ました。 

一時より礼拝堂に移るとクリスマスのプログラムが始まり、サンデースクールの子供達
がHand Bell Choir “Away in a Manger” を演奏してくれました。サンデースクールの
クリスマス劇は、”Celebration of Love” と題し、男性コワイヤーの方々の賛美にあわせ、
子供達は聖書のみことばをたくさん朗読しながら、イエス様の降誕を知らせるパフォー
マンスを見せてくれました。 

本多牧師は「神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子
を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである」（ヨハネ３章１６節）か
らメッセージを取り次ぎました。  

最後に、サンディエゴ教会のゴスペル・フラチームは美しい衣装に身を包み、”O Holy 
Night” を披露してくださり、教会一同、イエス・キリストのご降誕を祝いました。会堂
には多くの方々が集い、とてもエンジョイし、さいわいなクリスマス・プログラムを感
謝しました。 

２．クリスマス・イブ礼拝「キャンドル・ライト・サービス」 

１２月１６日（金）午後七時より恒例のクリスマス・イブ・サービスが、八尋ホールで
行われました。雨上がりの夜の教会の外見は、ちょっと違った雰囲気に変わり、とても
美しくクリスマス・ライトで飾られ、人々を教会内へと招き入れてくださり、私達を二
千年前のベツレヘムへと導いてくれました。 

イエス様の降誕により、今夜も私達には同じ光が注がれ、闇の世を照らし、私達の心に
光と平安と喜びを与えてくれています。イエス様は、私達の心の中に生まれ、この世界
を照らし、平和をもたらすために来られたその喜びをたたえるご降誕を祝いました。 
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部屋はキャンドルの灯がともされ、ローソクの光のもと、大倉牧師の語られたメッセー
ジは、再び新しい光となって、私達の心に届けられました。メッセージの間に、Ｍ兄の
聖書の拝読と、O姉のピアノに合わせて沢山の賛美を交えながらとても厳かなキャンド
ル・ライトによるイブ礼拝を捧げました。 

ローソクの灯を消したあとは、婦人会の用意されたリフレッシュメントで、楽しい良い
交わりが持たれ、素敵な一夜となりました。 

３．年末感謝集会（年越しそば、うどん） 

１２月３１日（土）午後７時より、恒例の年末感謝集会がありました。一同は八尋ホー
ルに集り、輪になって座りました。この一年各自はどのようなお恵みを頂いたかを分か
ち合い、また、新しい年に向かって頂いたみ言葉のシェアーを致しました。ひとりひと
りの証には、神様のなさった素晴らしいみ業があり、新年へのみ言葉の証は、各自希望
に満ちた心がしっかりと伝わり、一同真剣に語り、聞く者の心に訴えかけられ、感謝す
べきさいわいな集会となりました。 

その後、英語部と合同の交わりの時を持ちました。婦人の有志の方々は、年末恒例の年
越しそば、うどんを用意され、お汁粉のデザートもあって、皆さんを温かい雰囲気の中
へ誘ってくださいました。「そば、うどんのお変わりあり」のアナウンスメントに、皆さ
んニコニコ顔で美味しく頂いていました。お腹が温まると、体も心も温まり、５０人ほ
ど集ったホールは笑いが溢れ、みなさん夜のふけるのも忘れて楽しい時を過ごしました。
おいしかったです。ごちそうさまでした。    

4．新しい賛美が生まれました（５）井上智子姉 

毎月一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います。 

賛美リーダーである井上智子姉の新しい詩が生まれました。チームの方々の協力で、礼
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拝で彼女がソロ又はジュエットで歌ってくださったり、会衆賛美として紹介されたり、
賛美の素晴らしさをシェアーしてくださいます。ここに新しく生まれた賛美（５）をお
送りします。 

「祈られて」               " Prayed for by My Friends "  

神様 呼び求める あなたの導き My precious Lord, I'm calling out Your name 
もう一歩も前に  進めない  I long to see Your guiding light 
言葉にならないほど いたむ心 There is no strength left in me to take one  
主エスだけが私の   more step The pain I have is too deep to  
希望の救い主    describe My soul is crying aloud 
     I know Jesus is my only hope 
     To save me from this darkest place   
 
悲しみの時には   When the sadness and the weakness cover me  
愛する兄弟達が   My loving brothers in Christ  
家族の救いの為に   Pray for the salvation of my family  
祈ってくださる   When I cannot pray  
 
苦しみの時には   When the pains and the trials cover me 
愛する姉妹達が   My loving sisters in Christ  
涙の祈りを捧げ   Pray with tears for my family 
はげましてくださる   And comfort me with loving hearts 
 
すべての祈りは すでに聞かれた All the prayers from each heart are heard by 

the Lord 
イエスの御名により   In the name of Jesus 
感謝と賛美を捧げ   I give thanks and praise You, Almighty God  
主を崇めます    I worship You from my heart 
 
悲しみの時には   When the sadness and the weakness cover me  
愛する兄弟達が   My loving brothers in Christ  
家族の救いの為に   Pray for the salvation of my family  
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祈ってくださる   When I cannot pray  
 
苦しみの時には   When the pains and the trials cover me 
愛する姉妹達が   My loving sisters in Christ  
涙の祈りを捧げ   Pray with tears for my family 
はげましてくださる   And comfort me with loving hearts 
 
はげましてくださる   They comfort me with loving hearts 
 

ラッドとし子 
 


