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日  時：令和 1 年 12 月 11 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ                長嶋委員 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

斉  唱：ロータリーソング「我等の生業」 

お客様の紹介              遠藤常臣会長 

林 恵美子様 林会員奥様 

林 讃美様   〃 次女 

須藤 望様   〃 長女夫 

会長報告              遠藤常臣会長 

本日はありません。 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

本日はありません。 

ニコニコＢＯＸ            井田親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 昨日から私の庭にも植木の剪定が始

まりうっとうしい三輪が大分明るくなってきて、さわ

やかな気分になってきております。又今日は林会員家

族のクリスマスの卓話ということで楽しみにしており

ます。 

●喜連紘子幹事 林さん、昨年に続き今年もクリスマ

スの卓話をして頂き有難うございます。心静かに楽し

ませて頂きます。 

●五十嵐会員・近藤会員 林先生御一家の少し早めの

クリスマスを、楽しませていただきます。Merry 

Chrismas !! 

●内山会員 本日の卓話、林さんの話し拝聴させて頂

きます。先日はローマ法王が来日され、興味深く News

を拝見していました。 

●山崎会員 息子が結婚しました。 

●関俊之会員 本日の卓話、宜しくお願い致します。

讃美歌もガンバッテ歌います。 

●鈴木会員 妻の誕生日プレゼント、ありがとうござ

います。 

＊ニコニコ BOX 合計 30,000 円 累計 948,000 円 

出席報告              岡田出席奨励委員 

  １２月１１日 在籍５０名中 出席３４名    

前々回  (11 月 27 日) 出席率 91.66％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

 

 

 
 
クリスマスのお話し 
 

東京メトロチャーチ 

林 幸司主管牧師 

 

■講師紹介        関俊之プログラム委員長 

 林会員には、一昨年にもこの時期に卓話をしていた

だきました。今回はご家族でお出でいただき、楽しい

お話しと讃美歌を歌っていただけます。1 曲は皆さん

と一緒に歌います、本日はよろしくお願いいたします。 

■はじめに              林 幸司 

先日来、二度ほど津戸弘樹宮司と共に、神道とキリ

スト教について学び合う時を持たせていただいていま

す。おそらく、日本の中でも宮司と牧師がこういう形
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でお話ししていることは、滅多にないことであると思

います。 

さて、キリスト教には教典（聖典）があります。そ

れは、みなさんもご存じの聖書です。お手元に先月出

たばかりの無料のアプリをご紹介させていただきまし

た。「聴くドラマ聖書」というものです。このアプリ

は読むだけのためにも、ご利用になれます。一生のう

ちに、一度は聖書を読んでみたいものだと思っておら

れる方々が、大変多いとお聞きします。どうぞ、この

機会に聖書に触れていただければと願っております。 

 ところで、多くの方々が、必ず疑問に思っておられ

るのは、カトリックとプロテスタントの違いでしょう。  

お手元に資料をお配りしました。これは、キリスト教

のことをご存知ない方の作ったもののようですので、

かなり乱暴な部分もありますが、分かりやすいのでは

ないかと思います。 

 先日来日された、ローマ教皇フランシスコは、カト

リックのトップです。一方のプロテスタントは、牧師

がそれぞれの教会のリーダーで、さまざまな教派に分

かれています。けれども、カトリックもプロテスタン

トも、同じ聖書を信じていますし、基本的には同じ信

仰を持っています。 

【クリスマスの意味】 

さて、クリスマスとは何か？と言いますと「イエス・

キリストの誕生日です」というのが一番簡単な答えと

いう程度で、済んでしまいますが、もう少し、その意

味をお分かりいただくためには、どうしても聖書全体

からお話しする必要があります。 

キリスト教というのは、一体何を信じているのでしょ

うか？  

I.天地創造と人間の創造 

 聖書の創世記によれば、神は天地万物を創造し、最

後に土から人間を創造したとあります。なぜ、神が人

間を造ったのか？と言いますと、「神が人間を愛する

対象として造った」のだということが分かります。信

頼関係を結ぶパートナーとして創造したのです。 

 聖書によれば、人間は神とともに、永遠に生きるは

ずでした。神は、アダムとエバとたった一つだけ、約

束を守る事が出来ませんでした。それは、神に対する

裏切り行為でしたから、神はエデンの園からアダムと

エバを追放したのでした。それ以来、人間は苦しみを

体験するようになりました。 

まず、ここが原点です。 

聖書全体のテーマは、｢神と人間の間で壊れてしまっ

た関係を、どうやって回復するのか？｣という物語です。 

II.人間の苦しみと神の契約 

主は、地上に人の悪が増大し、その心に図ることがみ

な、いつも悪に傾くのをご覧になった。（創世記 6 章 5 節） 

聖書の神は、人間との関係回復を何度も試みるので

すが、いつも人はその心が悪に傾くことにより、うま

くいきませんでした。関係回復のためには、神と人と

の間に出来てしまった溝を埋めるために、「賠償する

もの」が必要でした。 

神は様々な契約をイスラエルの人々と結びました。

それが、旧契約と呼ばれるものです。しかし、どれも

完璧に履行されませんでした。 

そこで、神は最後の手段に出ました。それはご自分

の一人子であるイエスを地上に送り、すべての人々の

身代わりとして十字架で死ぬことにより、すべての賠

償、代価を支払うという計画でした。 

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世

（私達）を愛された。それは御子（イエス・キリスト）

を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のい

のちを持つためである（ヨハネ 3 章 16 節） 

III.イエスをキリスト（救い主）として信じる時、何が

起こるか？ 

【自分の本当の価値が回復される】 

わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあな

たを愛している。（イザヤ書 43 章 4 節） 

【生きるべき道が示される】 

イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、真理で

あり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、

だれも父のみもとに行くことはできません。（ヨハネ 14

章６節） 

【平安をもって、悩みに打ち勝つ勝利の人生】 

これらのことをあなたがたに話したのは、あなたがた

がわたしにあって平安を得るためです。世にあっては

苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。わたし

はすでに世に勝ちました。」（ヨハネ 16 章 33 節） 

【十字架で打たれた傷により、病が癒される】 

彼(イエス）は、私たちのそむきの罪のために刺し通さ

れ、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが

私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって、私た

ちはいやされた。（イザヤ書 53 章 5 節） 

 今年のクリスマ

ス、皆様の上に、神

からの豊かな祝福

と恵みがあります

ように、お祈りい

たしております。 
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▲慶事のお祝の方々 写真左より    

「還暦」青木会員と奥様 。「還暦」遠藤久会員と奥様。 

「古希」長嶋会員。｢喜寿｣喜連紘子幹事とご主人。 

「金婚式」小川誠会員と奥様。｢傘寿｣五十嵐会員と奥様。 

｢喜寿｣｢金婚式｣秋廣会員と奥様。「古希」山崎会員と奥様 

大きな輪になって『手に手つないで』を合唱                                  ソングリーダー：関重寿会員 

▼スイーツサービス 

菓子工房 pure 

鈴木真純さん  

素材にこだわり添加物を使わ 

ない安心安 

全なお菓子 

づくりをし 

ています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：令和 1 年 12 月 18 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ           小澤崇文委員長 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

斉  唱：ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介            遠藤常臣会長 

五十嵐会員夫人啓子様・吉野会員夫人 益世様 

小川会員夫人 恵美子様・杉田会員夫人 伸子様 

内山会員夫人 幸子様・秋廣会員夫人 康子様 

小澤谷守会員夫人 あゆ子様・寺澤会員夫人 房江様 

山崎会員夫人 季美枝様・遠藤会長夫人 春実様 

青木会員夫人 光世様・木島会員夫人 和子様 

北島正典会員夫人 緑様・秋山会員夫人 登美子様 

関俊之会員夫人 藤子様・北島清高会員夫人 友子様・ 

鈴木会員夫人 真紀子様とお嬢様 菜々さん 

本多会員夫人 治美様・遠藤久会員夫人 恵美子様 

津戸弘樹会員夫人 敦子様 

会長報告 

本日はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

●第 2 回どんど焼き実行委員会 

 日時 12 月 18 日（水）19 時 

 場所 谷保天満宮 

 出席 遠藤久社会奉仕委員長 

●インターンシップ(就業体験)学年発表会 

 日時 12 月 24 日（火）10 時 35 分 

 場所 都立第五商業高校 

 出席 北島清高会員 

ニコニコＢＯＸ          本多親睦活動委員長 

●遠藤常臣会長 12 月となり、私の会長としての任期

もあと半年となりました。来年はネズミ年となり私の

年でもありますので今年以上に張り切って努めていき

たいと思います。皆様の御協力御願い致します。よい

お年を!! 

●喜連紘子幹事 本日の家族例会を準備して下さった

ＳＡＡ委員会・親睦活動委員会の皆様に感謝いたしま

す。今宵を思いきり楽しみたいと思います。喜寿のお

祝を頂きありがとうございます。これから 1 年 1 年を

大切にしていきたいと思います。 

●五十嵐会員 慶事のお祝い誠にありがとうございま

す。傘寿を迎えるまで健康でいられて事を家族に感謝

第 2435 回例会報告 

回例会報告 

▲おやじバンド「くにたちスウィングス」 

← 遠藤会長も歌で参加 

▼カクテルサービス   
ジェムストーン高野さん 

▲慶事代表の挨拶  

五十嵐会員 

 

▲乾杯の音頭  

秋廣パスト会長  

 

 

▲担当理事

挨拶  

本間理事 

▲閉会挨拶  

喜連紘子

幹事  
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致しております。本日は妻を同伴いたしました。宜し

くお願いいたします。又、親睦委員会・ＳＡＡ委員会

の皆様お世話になります。 

●吉野会員 親睦委員会の皆様、本日の年忘れ家族例

会、楽しませていただきます。 

●小川会員 私共ここに金婚式を迎えることが出来、

随分長いこと一緒に生活して来たものだと“奥様”に感

謝しているところです。又本日の年忘れ例会に皆様に

祝って頂きこの上ない喜びを感じています。これから

も健康に気をつけ人生を延ばして行きます。これから

もよろしくご指導下さい。 

●杉田会員 年忘れ家族例会、親睦委員会の皆様、大

変ご苦労様です。楽しい例会になるよう期待しており

ます。 

●関重寿会員・岡本正伸会員 親睦委員会・ＳＡＡ委

員会の皆さん、本日の準備お疲れ様です。年忘れ家族

例会楽しく過ごさせて頂きます。 

●内山会員 今年も残りわずかになりました。年忘れ

家族例会楽しませて頂きます。 

●村上会員 親睦委員会の皆さま、本日はご苦労様です。 

●秋廣会員 本日は喜寿と結婚 50 年金婚のダブルの

お祝いを頂き感謝に耐えません。有り難うございます。

私はロータリークラブに入会して 21 年目となります

が、毎年夫婦の誕生祝いや結婚祝いを頂き、それぞれ

節目を祝う風習をロータリークラブから教えられまし

た。それによって家族を大切にすることを学びました。

ロータリークラブ有り難うと言いたいです。 

●小澤谷守会員 遠藤会長・喜連紘子幹事、早いもの

で折り返しまで来ましたね。あと半年頑張ってくださ

い。年忘れ家族例会、妻共々楽しませていただきます。 

●山崎会員 年々1 年が早く感じる歳になったと思っ

たら、もう古希です。古希のお祝いありがとうござい

ます。 

●青木会員 本日は還暦のお祝を頂戴し誠に有り難う

ございます。昔は 60 歳なんて言うと大変なお年寄り

だと思っていましたが実際自分が迎えてみるとまだま

だ若い気がしております。これからも「元気いっぱい

青木けん」で頑張ります。 

●寺澤会員 早いものでもう年の瀬です。親睦委員会

の皆様、本日は楽しませて頂きます。 

●本間会員 年忘れ例会、ＳＡＡ・親睦委員会、大変

ご苦労様です。遠藤・喜連丸も半分過ぎ、これからも

クラブを良い方向に先導して下さい。本日は楽しみま

しょう。 

●木島会員 遠藤会長・喜連幹事、半年間ご苦労さま

でした。ご苦労の連続だったと思いますが、これから

の半年はあっという間に過ぎますよ。今日は家内共々

楽しませていただきます。親睦委員の皆さまお世話に

なります。 

●近藤会員 喜寿を祝って下さいまして、ありがとう

ございます。ここ迄無事に過ごせた事に感謝したいと

思います。 

●喜連元昭会員 趣向をこらした今年の家族例会で今

宵はカクテルでホロ酔い気分を味わいたいものです。 

●遠藤直孝会員 本日はよろしくお願いします。 

●岡田会員 親睦委員会の皆様、本日は楽しい企画あ

りがとうございます。 

●秋山会員 年忘れ家族例会、楽しませて頂きます。

来年が皆様にとりまして良い年であります様祈ってお

ります。 

●長嶋会員 本日は年忘れ家族例会の席上で古希のお

祝いを頂きありがとうございます。又、親睦活動委員

の皆様宜しくお願い致します。 

●関俊之会員 親睦委員会の皆さん、本日はご苦労様

です。妻藤子さんもお陰様で元気に出席です。 

●林会員 本日の家族例会のためのご準備お疲れさま

でした。先週は卓話の機会を与えて頂きありがとうご

ざいました。皆様に熱心にご拝聴いただき感謝いたし

ます。皆様の上にすばらしいクリスマスと新年の時と

なりますよう、お祈りいたします。 

●遠藤久会員 還暦のお祝いありがとうございます。

今日夫婦で来ましたが、私だけ先に帰ります。すいま

せん。 

●山岡会員 親睦活動の委員の皆様ご苦労様です。い

ろいろあってニコニコさせて頂きます。 

●ゴルフ同好会（秋廣会員・小澤谷守会員・矢澤会員） 

昨日、ゴルフ同好会第二回コンペ「喜連紘子幹事杯」

が狭山ゴルフクラブに於いて開催されました。結果は

＊ベスグロ優勝！小澤谷守会員、大きな声で読んで下

さい。＊準優勝！秋廣道郎会員、3 位！矢澤和成会員、

読まなくてもいい･･･でした。ありがとうございました。

3 人でニコニコします。 

●ＳＡＡ委員会（小澤崇文会員・長嶋会員・北島清高

会員・鈴木会員・津戸弘樹会員） 本日の年忘れ家族

例会ありがとうございます。本日のおやじバンド中屋

のつねさん楽しみにしています。 

●親睦活動委員会（本多会員・小川会員・北島正典会

員・三田会員・矢澤会員・二階堂会員・井田会員・小

松会員） 本日、年忘れ家族例会に参加いただきまし

て、ありがとうございます。食べて、飲んで、楽しん

で下さい。 

＊ニコニコ BOX 合計 192,000 円 累計 1,140,000 円 

出席報告          遠藤直孝出席奨励委員長 

  １２月１８日 在籍５０名中 出席４０名    

前々回  (12 月 4 日) 出席率 91.84％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 


