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サンディエゴ日本人教会トピックス【2017 年 6月】 

猛暑お見舞いいたします！ 

この猛暑の中、北九州を襲った記録的な豪雨のニュースを知り、被害の大きさに、心を
痛めており、ただ祈るばかりです。一日も早い復興を心よりお祈りいたします。 

海に面しているサンディエゴではこの暑さになりますと海水浴を楽しむ者、プール遊び
をエンジョイする子供達などで賑わいます。教会の年度末の切り替えも順調に進み、新
しい年度が始まりました。 

大倉信牧師の掲げた今年度の教会標語は「見えるところによらず、信仰によって歩む」
Ⅱコリント４章１８節です。教会員一同このみ言葉により励まされ、向かう一年の心構
えへと導かれています。その後、皆さん、いかがお過ごしですか。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. 父の日礼拝と祝い会 

2. 何処でも聞かれるメッセージ 

3. 新しい賛美が生まれました（井上智子姉） 

 

１． 父の日礼拝と祝い会 

教会では６月１８日（日）に父の日の礼拝と祝い会をもちました。大倉先生は、皆さん
のお父様、現役のお父様、教会の父のような存在のお父様方お一人お一人の上に天来の
祝福が豊かにありますようにと、祝福の祈りを祈られました。 
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そして、天の私達のお父様からのお恵み豊かなメッセージは、今年度の教会標語「見え
るところによらず、信仰によって歩む」と題して取り次がれました。 

「わたしたちは、見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時
的であり、見えないものは永遠に続くのである。」 第二コリント４章１８節 

メッセージの全文は教会ホームページに掲載されていますのでご覧くださいませ。           
http://www.sdjcc.net 

教会での今日の集会が全部終わり帰ろうとした時、英語部のユースをはじめ婦人方の温
かいご好意により、素敵なリフレッシュメントが用意されていました。これは日語部に
とっては、サプライズでした。 

暑さのため涼しいデザートや、美味しいものが沢山並んでいて、とても楽しく良き交わ
りの時を持ちました。 

皆様の温かいご好意を感謝し、ごちそうさまでした。 

２．何処でも聞かれるメッセージ 

毎週語られる大倉信先生の礼拝メッセージは、何処でも、いつでも、聞かれるようにな
りました。現代のテクノロジーにより、今までの動画だけでなく、ボッドキャストを通
して聞くことが出来るようになりました。 

すなわちスマートフォーンをお持ちの方々は配信されたメッセージをいつでも聞くこと
ができ、礼拝メセージを聞いた方も、再度携帯のアプリを通してメセージの内容を更に
深く理解する事ができるようになりました。 

このようにしてサンディエゴ教会から世界の皆様へ毎週メッセージが配信されています
ので、どうか何方でもご利用くださいませ。 

また日本のＢＢＮ放送でも大倉先生の礼拝メッセージが発信されることになりました。       
bbnradio.org WOM4efaulta 
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これらは伝道につながりますので、一人でも多くの日本の皆様に聞いていただけますよ
う、陰ながら祈っております。 

３．新しい賛美が生まれました（8）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。今回は「全力でいこう」と「欠けた器
のままで」をお送りします。 

“全力でいこう“     “Always Give Yourselves Fully”  

だから 愛する兄弟たちよ  Therefore, my dear brothers and sisters,  
かたくたって うごかされず  Stand firm. Let nothing move you  
いつも 全力をそそいで   Always give yourselves fully   
主のわざに はげみなさい  To the work of the Lord  
 
かわいた こころに   When I searched for the Lord's guidance  
かがやく雨が ふりそそぎ  Glorious rain fell down on me  
イエスの十字架の愛が   The love of Jesus on the cross  
私にかたられた    Touched me and showed me the way  
けわしい山も、深い谷も   Through the steep mountains and the deep valleys  
あるいて 救いを届けよう  I will bring His salvation to you  
いつかは 天にあげられ   Someday, I will be raised to Heaven  
主と共にいきる    And live with my Lord  
 
だから 愛する兄弟たち   Therefore, my dear brothers and sisters,  
かたくたって うごかされず  Stand firm. Let nothing move you  
いつも 全力をそそいで   Always give yourselves fully   
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主のわざに はげみなさい      To the work of the Lord  
主にあっては あなたがたの     Because you know that  
苦労がむだに なることはないと     Your labor in the Lord is not in vain  
あなたがたは 知って 知っているから    Because you know that your labor in the Lord is not in vain  

いつも 全力をそそいで 主のわざに はげみなさい  
                                         Always give yourselves fully to the work of the Lord  

 

“欠けた器のままで”   “As a Cracked Pot” 

ひび割れた 土の器に   There is a cracked pot sitting near the window  
朝日が射し込む    The morning sun shines on it 
 
その欠けた すき間から   Through the cracked and broken part 
光がこぼれる    The sunlight shines through 
 
ひび割れた土の器に   There is a cracked pot sitting near the window  
聖霊が注がれ    The Holy Spirit pours into it 
 
主の栄光が すき間から   The glory of the Lord through the crack  
輝きあふれ出る    Shines and overflows 
 
そのままのわたしで   As imperfect as I am 
欠けた器のままで   As a cracked pot I am 
 
主よ用いてください   Lord, please use me as a vessel  
イエスの愛が届くように   To bring out the love of Jesus 
 

ラッドとし子 
 


