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『奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい』
ペテロの手紙一 ４章１１節
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『失くした切符は？』

度は、見知らぬおばさんから声を掛けられ、そこでま
た５００円を戴いて何とか藤井司祭宅へ辿り着けまし
た。翌日、お金を拝借して札幌へ帰り、冒険ファンタジ
ーの旅は終わりを迎えたのです。

サムエル山本雅之
幼い頃“グリコ”を買ってもらえるだけで教会へ行
っていた私は、大学生になってやっと真面目？に教
会へ行き出しました。大学には同学年や２年上に聖
公会牧師の子弟がおり、さらに最上級生に、現在、聖
マーガレット教会牧師になられた先輩がと言う、と
ても濃い人間関係がありました。しかし私は、聖書研
究の雰囲気になじめず、落ちこぼれ状態でした。
その様な中、所属サークルが「農村伝道研究会」
を立ち上げました。無牧の教会での日曜学校支援や、
冬休みに僻地校で影絵や人形劇等を演じる“クリス
マス・キャラバン”をしようというものでした。難しい
ことは考えず、皆に喜んでもらえることをしようと
言う活動です。チャプレンには函館聖ヨハネ教会の
天城牧師(当時)にお願いしました。日曜学校となれ
ば当然、神丘のインマヌエル教会ですね。札幌から
国鉄に乗って日曜学校をして帰ってくるのですが、
夏には教会員の畑のお手伝いもしました。
しかし、聖書の話などまともに出来ませんから、事
前に一夜漬けの勉強をして臨みます。ところが、未
就学児から中学生まで幅広いので、話しているうち
に支離滅裂になってしまします。何とか終わらせた
後は、遊び！遊び！時間一杯迄遊びました。駅まで
子どもたちの見送りを受けて帰る、となります。

切符を失くしただけの事なのですが、しかし、とて
も多くの要素がそこに関わり、とても大事な記憶に
なっていました。いつか神丘のインマヌエル教会を
訪れたいとずっと思っていました。それが『北海の
光』で函館と今金の合同礼拝の記事を見て矢も盾も
たまらず行ってきました。
飛び入りにもかかわらず歓迎して戴き、お話をす
る時を与えて下さいましたので、何故にわざわざ神
丘まで来たのかをお話ししました。その中に難しそ
うなお顔をして聞いておられる方がありました。気
がかりで、何か差し障りのあることでも言ったのか
なと思いました。
その後、その方から「山本せんせい？」と声を掛
けられました。さらに「ずっと思い出していが、あの
時楽しく遊んでもらった。あんなに楽しい経験は無
かった。今でもしっかり覚えている」と。失くした切符
の行方が見つかった気がしました。
私の好きな映画に『Pay it forward』があります。１
人の少年が他人にされた親切を、その相手ではなく、
別の３人にしようと提唱して実行していくストーリー
です。必ずしも上手くは展開しないのですが、徐々
に拡がっていきます。最後は思いがけない結末です
が、私には感動的です。日本には『情けは人の為なら
ず』とのコトワザがあります。これは人に施した情け
は巡り巡ってやがて自分に返ってくる、だから人に
は親切にしなさいという意味です。自分のためにす
ることは利益誘導のご利益みたいなものです。しか
し、『Pay it forward』では見返りはなく、ただどこま
でも広がっていく可能性を秘めた『恩送り』だと思
います。神様に頂いたお恵みを他者に送っていくこ
とが、私たち誰もが出来る奉仕なのではないでしょ
うか。

ところが帰りの切符を失くしたのです。神丘は無人
駅でしたから検札まで失くした事に気づきません。ど
こを探しても。ああ、教会で遊び過ぎて失くしたの
だ！あの時ほど、頭の中で色々な事がグルグル回っ
たことはありません。どうやって札幌へ帰ろう？持ち
合わせはほとんどありません。でも何故か横山明光
先輩から５００円を戴いていたのです。いつ、どのよう
に戴いたかは全く記憶がないのですが、素晴らしい
お恵みです。泊めて戴いた平野勲さんからはお握り
を戴いていました。後はどこまで行けるかです。頭に
浮かんだのが室蘭まで行けば新婚の藤井八郎司祭
がおられるから泊めて戴いて旅費をお借りしようと。
ところが室蘭まで辿り着く旅費が足りない。すると今
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今月の教会歴
◎聖ヤコブ日（７月２５日金）

５００円を戴いた横山明光司祭と見知らぬおばさ
ん、日曜学校の機会を下さったインマヌエル教会の
皆さんと天城主教、泊めて戴いた藤井司祭ご夫妻
云々、これらの皆さんから戴いたお恵みを３倍にし
て他の人にお返しするとトンデモナイ人数になるの
で、今年の教区宣教標語『奉仕をする人は神がお与
えになった力に応じて奉仕しなさい』に応じて調整
します。

24.魚
エジプトでは魚をただで食べていたし、きゅうりや
メロン、葱や玉葱やにんにくが忘れられない。
（民数記 11 章 5 節）

スペインの山野を巡礼し、最後はサンティアゴ・
デ・コンポステーラの大聖堂で大きな釣鐘の様な振
り香の下で祝福を受ける映像をよく見ます。この大
聖堂に十二使徒のひとり使徒聖ヤコブの墓があり
ます。弟のヨハネと共にイエスに召され「大ヤコブ」
とも呼ばれています。死後、数世紀経ってサンティア
ゴ・デ・コンポステーラで奇跡的に発見されたとして
その地に大聖堂が建てられた。イベリア半島をイス
ラムの勢力下から解放する象徴ともなりました。ち
なみに「ホタテ貝」をシンボルとします。

キリスト教と、“さかな・漁師”とは関係が深いよう
です。イエスの行なった奇跡物語にも魚が出てきま
す。象徴的な意味でも関係があります。ギリシャ語で
神の子なる救主ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄの５つの単語の頭文字を
並べるとΙΧΘΥΣ（イクトゥス、魚）となるので、魚
がキリスト教のシンボルとして使われています。
とこらが、聖書には特別な魚の種類を示す言葉は
なく、ギリシャ語では、先ほどのイクトゥス、ヘブライ
語ではダグ（男性名詞）、ダガー（女性名詞）だけで
す。旧約聖書では、ひれの有無によって食べてもよ
いきれいな魚と、汚れた魚に分けています。現代ヘ
ブライ語では、外来語由来の魚の名前が用いられ
ており、ダグ、ダガーだけではありません。魚の種類
の名前はなくても、イスラエルの人々が魚をよく食
べていたことは、出エジプトの旅での民衆のなげき
や、モーセが飢えた人々にどうやって食べさせるの
か、「海の魚を全部集めれば足りるでしょうか」と悩
み、つぶやく言葉が記されていることで分ります。
冒頭に挙げた聖句のように、瓜の仲間には、きゅ
うり、メロンと種類分けの名前があるし、葱類にも、
「葱や玉葱やにんにく」と述べられています。牧畜を
主たる生業とする民族の間では家畜の細かい区別
の名称とか肉の部位が区別されていると言われま
す。

ハレルヤ農園便りＮＯ.２

６月初旬までの干ばつ状態から一転して雨模様
が半月も続き農作業もストップしていましたが、そん
な天候でも雑草は遠慮なく伸びてきて雑草畑状態
となってしまいました。鈴木園長もなにやかやと多
忙で手を付けれずに困っていたところに、強力な助
っ人として飯塚公男・幸子夫妻が登場。
先ずは雑草を取り除き、続いてジャガイモの土寄
同じ動物に対して言葉が多いことでは、それだけ せ作業迄奉仕して頂きました。大変ありがたく感謝・
関わりが大きいのでしょう。言葉の多さでは、日本語
感謝です。おかげ様で手入れの終了したジャガイモ
で「いなご」と訳している言葉のヘブル語は１０種類
は生育も進んでおり、間もなくいろんな種類のジャ
に及びます。いなごは大切な食料だったようです。
（『聖書に見られる理科のことば』文芸社刊より） ガイモの花が咲き揃ってくれることでしょう。
又、ハレルヤ農園も奥さんの体調不良によりお休
み状態にあった木末家も耕作復帰し、ジャガイモ以
外の豆類やカボチャ等も揃い農園らしい風景となっ
てきました。今後は好天が続いて順調に作物が生育
６月の教会委員会の主な報告・決議
してくれるように願っております。
１.７月に予定される双葉幼稚園での卒園生によ
ハレルヤ農園耕作人兼管理人 高橋献一
る結婚式について。
２.み言葉塾の開講について。
３.幼稚園の引越しについて
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幼稚園のお別れ開放日
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❖今月の予定
・ 1 日(火) 園長・チャプレン会議
・ 4 日(金)～5 日(土) ○
幼お泊り会
・ 6 日(日) 教会委員会
・13 日(日) 婦人会例会
・18 日(金) ○
幼終業式

◎幼稚園の引越し関係
・14 日(月) ピアノ移動
・17 日(木) 冷蔵庫移動
・19 日(土)～ 移設作業
・21 日(月) 引越し日
・～24 日(水) 荷物等整理作業

☆「み言葉塾」が開講

幼稚園だより

6 月 26 日(木)に教会で「み言葉塾」が開かれまし
た。
「キリスト教会が信じる神様」との主題で午前と
午後の２回に分けて開かれましたが併せて 24 名の参
加者がありました。
日本には八百万の神がおり、その神々は実は仏が
化身して現れた者とする”本地垂迹(ほんじすいじゃ
く）”という仏教思想があります。逆に仏が神の化身
であるとの神道側の説もあるほど神がそこいら辺に
いる多神教の国では中々理解しがたい処です。
そのような環境の中でのキリスト教は苦戦をする
訳ですが、理屈で聖書を読み解こうとせず、ただ素
直に信じることこそが大事であると教えられた気が
します。
人間が良しと思うことを行う時、それがどの考えか
ら派生しているのかを見誤ると神様の望まない行為と
なる恐れがあります。それが神様から出たものである
ことを心からの祈りをもって行うことこそ、良き業とな
るのかなと思います。
この講座も、一見難しそうな気がしますが、理屈で
考えるのではなく、心を巡らし信じることで分かって
いくのだと思います。次回はどうなるのでしょうか？

長雨で、外での練習もあまり出来ませんでした
が、子どもたちは元気に運動会を迎えました。7 月
に入ってからは、年長のお泊り会・夏祭りといつも
の行事が待っています。引越し準備をしながらの
保育活動は、正直大変です。でも、子どもたちには
負担をかけないように頑張っています。どうか心
と身体の健康が支えられるようお祈りください。

婦 人 会 では
先月もお願いしましたが、お花の係りと祭壇の
準備と片付けのお仕事をお願いしています。
お花は飾るだけ、祭壇の奉仕は何も難しくはあ
りません。ただ人手が足りないのです。

予ねて処分を検討していました教会の玄関にあっ
たオルガンですが、弘前昇天教会の植木明美姉が
希望され過日、専門業者によって運ばれていきま
した。同姉は昨年の帯広での礼拝研修会でオルガ
ンを手離す際には声を掛けて欲しいとの事ですす
んでいった話です。
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主日礼拝の役割分担と聖書日課、聖歌の表

６日 緑
聖霊降臨後第４
特定９
李司祭
李司祭
寺本司祭
山本雅之
寺本敦子
飯塚幸子
小貫睦子
大村倫子
ゼカリヤ書
9:9-12
小椋育愛
145:14-19

１３日 緑
聖霊降臨後第５
特定１０
李司祭
李司祭
寺本司祭
大村倫子
尾関真理
木末 康
夏堀寿美子
飯塚公男
イザヤ書
55:1-5,10-13
柴田祐爾
65:9-13

２０日 緑
聖霊降臨後第６
特定１１
李司祭
李司祭
寺本司祭
尾関敏明
大野耕一
大野佳子
飯塚幸子・船津房子
船津房子
知恵の書
12:13,16-19
飛鷹良子
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２７日 緑
聖霊降臨後第７
特定１２
李司祭
李司祭
寺本司祭
山本雅之
尾関真理
小貫耕喜
小貫睦子
高橋献一
列王記上
3:5-12
遠藤亜紀子
119:105-112＊

ローマの信徒への手紙

ローマの信徒への手紙

ローマの信徒への手紙

ローマの信徒への手紙

使徒書

7:21-8:6
山本雅之

8:9-17
大村倫子

8:18-25
尾関敏明

8:26-34
山本雅之

福音書

マタイによる福音書

11：25-30
４８２
２６２

マタイによる福音書
13:1-9,18-23
２３８
５６０

マタイによる福音書
13:24-30,36-43
４１２
４０２

マタイによる福音書
13:31-33,44-49a
３３５
５６９

５３０

４４７

５０３

４６１

２６１
４５２
教会委員会

４０２
３１０
婦人会例会

２４０
３１１

２６９
４８４

司式
説教
補式
信徒奉事者
奏楽
アッシャー
オルター
日曜当番
旧約聖書
詩篇

入堂
福音
奉献
陪餐
退堂
備考

７月 の 逝 去 者 と 誕 生 者
1 司祭ﾊﾟｳﾛ林 稔

2 ｱﾝﾅ柴田多恵子

3 秋江イチ

4 今福数久

8 林 君恵

8 内藤スエ

8 高橋金作

10 鴨川 濟

逝

10 伏根直三郎

10 大井上 前

10 ｱﾝﾅ小山コガネ

10 大村寿美恵

去

11 田中泰子

12 小片 貞

13 ﾏﾘﾔ平 末子

17 広野市太郎

17 小山寿子

18 久藤スガ

19 佐久間善衛門

20 大井信六

20 ﾏﾘﾔ田中 敏

20 幼きｲｴｽのﾃﾚｼﾞｱ勝野起代子

21 渡部儀助

21 ﾌﾗﾝｼｽ小泉東三郎

22 仲田二郎

24 ﾖﾊﾈ長谷部幸一郎

25 ﾙﾃﾞﾔ矢野小玉

26 浅原幹太郎

26 矢野スエ

30 今福数利

11 司祭ｼﾞｮｼｭｱ李香男

15 ｾｼﾘｱ福嶋聡子

者

誕
生
者

3 大村恵子
18 ﾍﾞﾛﾆｶ受川みさ子

19 ﾍﾟﾃﾛ今福弘嗣

26 高橋智子

29 ｲｻｸ尾崎光時

区を
19 ｽｻﾞﾝﾅ北野美津子

17 ｻﾑｴﾙ山本雅之
26 ｴﾘｻﾞﾍﾞﾂ和田里美

29 ﾏﾘﾔ船津和枝

ううこうに
編集後記
『風評被害と風評利益』福島の原発災害により、農水産物への被害は実害もそうですが、風評による被害は裏付
けが無く、根拠が無いものが殆どだと思います。風評被害と言われますが、実は昔からあります。江戸時代には
“蕎麦を食べると死ぬ”という風説が拡がりました。これは「冠水した綿畑で収穫された蕎麦が原因」という実し
悪に
やかな話が流布したが大きな原因でした。奉行所の取締りで静まったのですが、他にも“馬がものを言う”“疫病が
流行するがこの本を買えば避け方が書いてある”として発信元は死罪になっています。逆にこの神社のお札やこ
の仏様をお参りすると願い事が叶うと言うのは利益誘導の風評利益。今でもアチコチで耳にします。世間の風説
や流行に惑わされず、きちんと選びましょう。“アナタにこの素晴らしい特典が当たりました”と電話が着ても。
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