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改革派教会とは？
プロテスタント教会は、16世紀にヨーロッパで起こった宗教
改革運動から生まれました。改革派教会は、
「聖書に忠実な
教会に立ち返らせよう」
としたこの運動の指導者の一人、カル
ヴァンの伝統を継承しています。改革とは原型に戻すこと、
「聖書によって改革された、また改革され続ける」という意味
です。日本キリスト改革派教会は、1946年に創立。正統的な
教会の一つで、現在、全国に140の教会があり、会員数は
1万人程です。

JOY!
2019 Vol .10

あなたがたに言うことは、
すべての人に言うのだ。
目を覚ましていなさい。
（マルコによる福音書13：37）

RCJ メディア・ミニストリーについて
ＲＣＪメディア・ミニストリーは日本キリスト改革派教会大会
メディア伝道局の活動の通称。
1967年に「あさのことば」放送開始。ラジオやインターネット
による放送伝道を中心に、
福音(良い知らせ）
を届けています。
通信講座や季刊紙「JOY!」
などの文書やCD、
また、集会を開い
てリスナーとの直接的な相互の関係を深めた伝道にも励んで
います。HP「ふくいんのなみ」で番組を聴くことができます。
気をつけて、目を覚ましていなさい。
その時がいつなのか、あなたがたには分からないからである。
聖書より

× 古 澤 兵 庫 （上福岡教会）
日本キリスト改革派教会
IBUKI-Christian Artist Network
神から命の息吹をいただいたクリスチャンの芸術家ネットワーク（2014年6月発足）

ＲＣＪメディア・ミニストリー

主事 山下正雄

〒1010062 東京都千代田区神田駿河台２１ OCC613
TEL 03-3292-7604
info@jesus-web.org

絵：服部野百合
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ちょっと教えて

目を覚ましていなさい
ところで、先ほど紹介した
「目を覚ましていなさい」
という
言葉は、世の終わりについて語るキリストの教えの中に
出てきます。キリストは弟子たちに、
「それは、
ちょうど、家を

山下正雄
（ラジオ牧師）

後に旅に出る人が、僕たちに仕事を割り当てて責任を持た
せ、門番には目を覚ましているようにと、言いつけておく
ようなものだ。だから、目を覚ましていなさい。」
と教えられ
ました。

ご近所さんにグレゴリーという名のカナダ人の男の子

世の終わりが あることを信じないとしても、誰にでも

がいました。当時はやんちゃな末っ子で、
「グレゴリー!!!」
と

地上での人生の終わりが来ます。この人生をどう生きる

お母さんに叱られる声がよく聞こえてきました。そんなこと

のか、これは誰にとっても大 切な問 題です。その 場 合 、

もあって、
「グレゴリー」
という名前は、数ある欧米人の名前

「目を覚ましていなさい」
とは、文字通り
「徹夜していなさい」

の中で、私の耳に残っている名前のひとつです。
このグレゴリーという名前、もともとの意味は
「目を覚ま

働きが何であるのかを自覚して、
責 任をもって 日 々 生 きる

「グレーゴレオー」
という言葉からきています。イエス・キリ

ことの大切さを教えておら
れるのだと思います。

葉の中で使われている単語です（マルコ13:37,14:34

「終わりがいつなのか」
を気に

他）
。歴代のローマ法王や聖人の名前にグレゴリー
（グレゴ

するのではなく、神から任された

リウス、グレゴリオス）
という名前が 多いのも頷けます。

働きに忠実であることこそ、

グレゴリウスという名 前 の 法 王を知らないとしても、

目を覚ました生き方です。

「グレゴリウス聖歌」
や
「グレゴリウス暦」
という言葉は耳に
したことがあるかと思います。

兄弟、姉妹、長老、執事、なんだそりゃ？

教 会ではお互いを○○兄 弟、□ □ 姉 妹と呼び合ったり
表記されていることが多くあります。不思議な敬称ですが、
神様を信じるものは、みんなひとつの大きな家族であること
をあらわしています。また、教会には長老や執事と呼ばれる
人たちがいます。長老と言っても、必ずしも年長者とは限り
ませんし、執事といっても、召使ではありません。長老、
執 事はその 教 会 の 役 員にあたる人なので、困ったことや
分からないことがあったら聞いてみるといいかも。

という意味ではないでしょう。むしろ、自分に委ねられた

している」
「 気を付けている」
などを意味するギリシア語の
ストが弟子たちに
「目を覚ましていなさい」
とおっしゃった言

？

？

イースターってなあに？

イースターは、人間の罪のために十字架刑に処せられた
イエス･キリストが復活されたことを記念する日です。毎年
「春分の日のあとに来る最初の満月の次の日曜日」と定め
られていて、多くの教会では特別な礼拝や集会があります。
今年は4月21日です。イエス・キリストは週のはじめの日の
朝に復活されたので、初期の教会では毎週日曜日に復活を
祝って集会を持っていました。イースターの原型は、日曜日
の礼拝なのです。

絵：服部野百合
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