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チャペル通信2｡13年3月発行7,早

日曜日､教会の礼拝に行ってみませんか?

☆イースターってなあに? ☆

信者でないと行ってはいけないと思っている方が
多いようですがそんなことはありません｡

わたしもつとたいせつつた

*私が

串なたがたに最も大切なこととして伝えたの

わたしつつぎ

は､私も受もさしたi=与bT>あって次聖,言とです,ob L

キリストは､聖書の示すとおりに､私たちの罪のために死
なれたこと､また､葬られたこと､また､聖書の示すと
あらわ
おりに三日目によみがえられたこと､また､ケパに現れ､
じゆうにでしあらわ
それから十二弟子に現れたことです｡
はうむせいしよしめ

新約聖書

コリント人‑の手紙第一15章3‑5節

礼拝では､讃美歌を歌い､祈りをささげ､牧師が

聖書の言葉を語ります｡受付で 聖書や讃美歌は
借りられますし､献金その他何事も強制されるこ
とはありませんので

安心していらしてください｡

また､子母口キリスト教会では赤ちゃんから

ご高齢の方まで一緒に礼拝をささげています｡お体
の調子や小さいお子さんなどで一階礼拝堂で礼拝を

ささげるのがむずかしい時は二階で音声による礼拝
もできますのでご心配なくおいでください｡

今年のイースターは3月3 1日(日)イースター;8本蕗で静情活祭です｡
イエス･キりストが金曜日に十字架で死移れ､三日後の8J+E)にJ=みがえっ

たこtを記念する日ですoイエス･キリストの誕生を祝うJlrlスマスは

日本でもよく知られていますが､イースターこモキIlスト義の櫓幹を移す
轟も大切等雷車です.
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I(B,礼拝と雪警喜｡〜12:lo葺

目差学校11芸,oご:30 …

イエスが復活したと信じる理由

ヽ

1.イエスの死体を納めた墓が垂七なっていた事実
2.少なくとも1 0回以上にわたって弟子たちが､
(｢キリスト教は初めて

ひとりやふたりではなく数百人もの弟子たちが目撃

という人のための本l

内田和彦薯
いのろのことば社より抜粋)

していること

復活が当時の弟子たちの思い込みや願望･幻想にすぎなかったら
キリスト教は生まれなかったのです｡

むなしい､みじめな､

ただの信心で終わりです｡けれども､イエス･キリストは私たちのお手本
最初に復活の事実を見せてくださいました｡ここに､真の

希望があるのです｡
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*私たちの教会は､プロテスタントの教会ですC
エホバの証人(ものみの塔)､統一協会､
モルモン教

イースターt私たちの閤償鯵7もし､キリストが復活されなかったら､私

模範として

章(金)聖書の学びと祈祷会10:00‑
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3,イエスを見捨てた臆病な弟子たちが見事に変身し
文字通り自分の命をかけて､イエスの復活を帯る
ようになったこと

たちにも永遠の命はありません｡キリスト教は

i(水)聖書の学びと祈祷会19:30‑ l

牧師

小岩井信

とは一切関係ありません｡
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預言者と詩欝とに専いてあることは､必ず全部成就 たことばはこうですoわたしについてモーセの律法と あなたがたといっしょにいたころ､あなたがたに話し

するということでした｡｣

q,イースターとEl躍t)の即席?

41さて､そこでイエスは言われた｡｢わたしがまだ

た｡

43イエスは､彼らの前で､それを取って召し上がっ

42それで､焼いた魚を7切れ差し上げると'

朋それでも'彼らは､うれしさのあまりほだ信じられ

食べ物がありますか｣と言われた｡ たもの ず､不思議がっているので､イエスは､｢こ に何か

A,ユダヤ教では神様を

新約聖書ルカによる福音書24章ト12節,36‑44節
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(日本聖書刊行会

礼拝する日(安息日)は土曜日｡
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今でもそうです｡キリスト教では
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かれ̲&えと〓めあ

イエス･キリストが復活した
ほかの女たちも､このことを使徒たちに話した｡

日曜日を記念して日曜日が

Mこの女たちは､マグダラのマリヤとヨハンナとヤコ

ブの母マリヤとであった｡彼女たちといっしょにいた

9そして､基から戻って'十一弟子とそのほか人た

ち全部に､一部始終を報告したo

8女たちはイエスのみことばを思い出した｡;‑おんなぉもだ われたでしょう｡｣

せんぷ いちよ し+Jゆう ほうこく

けられ､三日 によみがえらなければならない､と言

7人の子は必ず罪人らの手に引き渡され､十字架につ い出しなさいo だガリラヤにおられたころ､お話しになったことを思 dr.)こにはおられません｡よみがえられたのです｡ま
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5恐ろしくなって､地面に顔を伏せていると､その人

ゆいばかりの衣を着たふたりの人が'女たちの近くに 4そのため女たちが途方に‑れていると､見よ､まば

3入って見ると､主イエスのからだはなかった｡

2見ると､石が墓からわきにころがしてあった｡ って基に着いた｡
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ははかの'Jよ

礼拝をささげる日となりました｡

かたしにんなかさが
方を死人の中で捜すのです伽｡ たちはこう言った｡｢あなたがたは､なぜ生きている
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⇔イエスさまのお誕生を祝うクリスマス
は琶勘2告25岩と藻まっているね｡でもイエスさまの
ふっかつ
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復活を祝うイースターは毎年違う日なんだ｡ 201 1年は
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が日曜日だからなjlJだよ｡西暦325年にイースターをイ
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エスさまがよみがえられた岩尾昌に抗うことが決められ
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にちようぴ
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たんだ｡だからいつもイースターは必す日曜日｡春分
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の日の後の満月の次の日曜日をイースターと計算する
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ので､旨鮎‑苺が基わるんだね｡
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十スタ̲にかざられる琵cDEl等凱ヾ
なか方お

ユリ｡その中でもテッポウユリが多くかざられ
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るhJだ,テッポウユリは､ラッパに似た筒状の
Ei

しです｡わたしにさわって､よ‑見なさい｡霊ならこ 39わたしの手やわたしの足を見なさい｡まさしくわた

んな肉や骨はありません.わたしは持っていますoL

I.さかたち

花を咲かせるんだけれど､その形からイエスさ
ふつかつJ:うこしいみ

37彼らは驚き恐れて､霊を見ているのだと思った｡ 彼らの真ん中に立たれた｡

のですか｡どうして心に疑いを起こすのですか｡ 38すると､イエスは一1酔われた｡｢なぜ取り乱している

かれ JH なか た *

かれおどろおそ1ーれいみおも

紬これらのことを話している間に､イエスご自身が

〓ところが使徒たちにはこの話はたわごと 思われた

ほ〔しか ペテロは､立ち上がると走って墓へ行き､ ●i,あ1はしはかい ので､彼らは女たちを信用しなかった｡

それで'この出来事に驚いて家に帰った｡〕 かがんでのぞき込んだところ､亜麻布だけがあった｡

にくほねも.

まの復活の喜びを知らせるという意味がある
ましるはな

かれおんな〓しんよう

んだ｡またテッポウユリは真っ白な花なの
じゆんけつあらわい
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で､イエスさまの純血を表すとも言われて
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啓ぜイースターにたまご?
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イースターには､ゆでたまごに色つけし
◎

たり､かざりつけたり､エッグハント(た
こう

まごさがしゲーム)やたまご転がしゲームをしたりと､たまご
し

みれい

はイースターにかかせないアイテム｡なんでだか知ってる?
かたちいう

たまごの固いからをやぶって小さなひよこが生まれてくること
おもいしはLTし

が､重い石でふさがれた墓からイエスさまが死
うかれIuモう

に打ち勝ってよみがえられたことを連想させる
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からなんだ｡苦くからたまごは､新しいいのち
えいA^l

永遠のいのちのシンボルとされてき
たんだよ｡
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