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はじめに 

 日本ホーリネス教団の三多摩教区は 2012年 4月 27日～5月 5日の日程

で、イスラエル旅行を企画しました。ガリラヤ湖に到着したとき、心のふる

さとに戻ったような、深くほっとした気持ちになりました。その時、ふと思い

起こしました。私が牧会している鳩山のぞみ教会を開拓された、千代崎秀雄牧

師は博学な学者であるとともに、ユーモアとウィットに富むメッセンジャーで、

イスラエル旅行にいかれたときは『聖地遊学記――るるくイスラエル』（エン

ゼル社、1983年）という遊び心満載の体験記を書かれました。私も恩師の遊び

心に倣って、このガリラヤ湖でのほのぼの話を書いてみようかと思いました。

タイトルは恩師の『るるくイスラエル』にあやかって（千代崎聖子先生の許可

も頂き）、『るるくガリラヤ湖――ほのぼのアルバム』とします。 

 このツアーでは、ガリラヤ湖以外にも、パウロが船出したカイザリヤ、

荒野、死海、ヨルダン川、エルサレム等、主要な場所をぐるりと巡る祈り

の旅となりました。真剣に受け止めて学んだことについては、鳩山教会の

ホームページに説教ライブラリーがありますので、そこから聴き取って頂

ければと思います。http://www.jhc.or.jp/hatoyama/ 

 また、この度は、私がイスラエル旅行に出るにあたって、留守にしまし

た鳩山のぞみ教会の礼拝で説教をしてくださった平田金次郎先生に、感謝

を表したいと思います。お母様の看取りの大切なときであったにもかかわ

らず、支えてくださったことに、心より感謝申し上げます。 

               埼玉県・鳩山のぞみ教会 宮崎 誉 

 

 

 

 



第１章 ガリラヤのカエル？ 

１．ボケとる 

 海外に行くと、まず覚えたいのが、現地のあいさつです。ガイドのトモ

コさんが言いました、「ここでの『おはよう』は、『ボケとる』です。正

式には『ボーケル・トーブ』ですが、日本語発音で『ボケとる』で通じま

す」と、教えてくれました。朝から「ボケとる！ボケとる!!」そんなボケ

ボケな旅となりました。一枚目は、毎日「ボケとる」と朝の挨拶を交わし

たルームメートの写真です 。 

 

聖書 主のいつくしみは絶えることがなく、そのあわれみは尽きることがない。こ

れは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。哀歌 3章 22-23節 

祈り 造り主なる神さま、朝ごとに新しい恵みを頂き感謝いたします。目覚めると

きに、イエスさまが共にいてくださることを覚え、平安と喜びの内に、良き一日を

始められますように導いてください。アーメン 

 

 

 

 

 

 



２．まず DIVE! 

 ガリラヤ湖畔のエンゲブという場所にある、キブツの宿泊所で 2泊しま

した。部屋につきますと驚いたことに、なんと目の前がガリラヤ湖ではな

いですか！聖書に親しむ人なら、誰でも憧れるガリラヤ湖の岸辺がそばに

あるのです。バルコニーに出ると 20メートル先が波打ち際です。そこに立

てられた「スイミング場」と書かれた案内板が目に飛び込んできたとき、

じっとしてられず、すぐに水着に着がえて、ガリラヤ湖に DIVEしました。   

 

聖書 神はあなたがたをかえりみていて下さるのであるから、自分の思いわずらい

を、いっさい神にゆだねるがよい。Iペテロ 5章 7節  

祈り 神さま、聖書の舞台となったバイブルランドに来ることができました。この

地で、身も心も、存在をまるごと主の恵みに飛び込むことを学ばせてください。あ

なたが両腕を広げて、私たちを受け止めてください。アーメン 

 

３．ペテロの泳ぎ方 

 泳げる深さまで来た時に、ふと問いが浮かびました、ペテロは復活され

たイエスさまとお会いしたとき、どんな泳ぎ方をしていたのだろうか。疑

問に思いながら、とりあえずカエル風平泳ぎをしました。ネットで「水泳

法の歴史」を検索すると、西洋人がクロールと出会ったのは、比較的最近

の 19世紀らしい。カエルを模倣した平泳ぎが最も古く 9000年前の壁画に

描かれ、古代ローマ時代は平泳ぎが主流だったらしい。やっぱりペテロは

カエル泳ぎ、日本に帰ったら、教会学校の絵本を全部書き換えよう！  

 

聖書 イエスの愛しておられた弟子が、ペテロに「あれは主だ」と言った。シモン・

ペテロは主であると聞いて、裸になっていたため、上着をまとって海にとびこんだ。

ヨハネ福音書 21章 7節 

祈り 主よ、あなたの御許に近づかせてください。失敗と罪責感の中で心がくじけ

ていたペテロが、あなたの御許に泳いだように、水をかき分けるたびに、思い煩い

や恐れをかき分けて、あなたの御許へと近づかせてください。アーメン 



４．ふるさと 

 不思議な感覚をもちました。聖書に親しんでいる人ならば誰でも憧れる

ガリラヤ湖のほとりにやっと到着したのに、そして初めて歩いているはず

なのに、まるで思い出の詰まったふるさとに帰った感覚がしました。不思

議ですね。おそらく、日本にいる時から、聖書の黙想や礼拝説教のときに、

イエスさまの霊(聖霊)が語りかけて下さっているから、私たち信仰者のふ

るさとになっているように感じたのだと思います。そう受け止め直すと｢や

はりここに来れたんだ！｣と胸が熱く感じました。 

 

聖書 助け主、すなわち、父がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あなたが

たにすべてのことを教え、またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起さ

せるであろう。ヨハネ福音書 14章 26節 

祈り 主イエスさま、魂のふるさとに帰ってきました。弟子たちの故郷ガリラヤに

立ち、込み上げる喜びを感じます。それは私たちが信仰生活をおくる日本での御言

葉体験の喜びと深くつながっていることに、気づかされました。主の恵みに感謝し

ます。アーメン 

 

 

     

 



第２章 モーニング・バード 

５．まだ暗いうちに 

 イエスさまが岸辺から、弟子たちに語りかけたあの朝も、 

これくらい暗かったのでしょう。朝もやがあって、見えに 

くかったでしょう。まるで、弟子たちの心の不安をあらわ 

しているようです。このガリラヤ湖の岸辺に立つ自分の心はどうだろうか。 

 

聖書 ペテロは彼らに「わたしは漁に行くのだ」と言うと、彼らは「わたしたちも

一緒に行こう」と言った。彼らは出て行って舟に乗った。しかし、その夜はなんの

獲物もなかった。夜が明けたころ、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たち

はそれがイエスだとは知らなかった。ヨハネ福音書 21 章 3-4 節 

祈り 聖霊さま、波がよせ、波が引くリズムに合わせ、私たちの霊は祈りの呼吸を

いたします。波の音と重なるように、聖書の言葉が、胸に響いてきます。たとい私

たちの目が曇っていても、霊の耳をすまして、あなたの御声を待ち望む者としてく

ださい。アーメン 

 

 

 

 

      

 

 



６．御声が聴こえますか 

 朝早く湖畔を歩くと、ツアー仲間の皆さんが、もっと早く起きて湖畔で

祈りのときをもっていました。声をかけてじゃまをしてはいけない、イエ

スさまとの祈りの交わり、静かな御言葉と祈りのひとときです。心の側近

くで主イエスさまの御声が聴こえますか？ 

 

聖書 羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名をよんで連れ出す。…羊はその

声を知っているので、彼についていくのである。ヨハネ福音書 10 章 3-4 節 

賛美 朝静かに、この一日の御恵みを祈りおれば、わが心にあふれくる主イエスに

あるやすらぎ（詞 水野源三、新聖歌 334 番） 

   

７．波打ちぎわでフラ 

 ガリラヤ湖に足を浸しながら、ゆっくりと踊りつつ祈る方がいました。

フラダンスの動きを通して、信仰の言葉を味わいつつ賛美する姿です。両

手を上げ、天を仰ぎささげられる賛美を、イエスさまも喜んでくださって

いるでしょうね。 

 

聖書 神よ、しかが谷川を慕いあえぐように、わが魂もあなたを慕いあえぐ。 

   詩篇 42 編 1 節 

祈り 主よ、私の心の内に、命の泉を湧き上がらせてください。心の涸れた人々が、

私たちとの交わりを通して、主の命の流れに触れることができますように。心に命

のしずくと恵みの雨を注ぎ、十字架の愛を波のように届けてください。アーメン 

 



８．イスラエルの木々 

 湖畔に植えられて高く育った木はユーカリです。元々オセアニアに生息

するユーカリは、イエスさまの時代には、ガリラヤ湖畔にはありませんで

した。乾燥地域に強いユーカリは、農業の汗を流す人々にやすらぎの木陰

を与えます。また、防虫効果があるので蚊などで広がるマラリヤから人々

を守ってくれます。厳しい環境で、人々を支えてきたユーカリの木を見上

げると、富弘さんの詩を思い起こして「ありがとね」と語りかけたくなり

ました。「木のように歳をとれたらいいな。…鳥を憩わせる枝は大きく横に

曲がり、たまにはここに腰掛け休みなさいと人間にもいっているようだ。

欲を重ねて老いるのではなく、木のように歳をとれたらいいな」（星野富弘、

『鈴の鳴る道』、偕成社、55 頁）。 

 

聖書 主のおきてをよろこび、昼も夜もそのおきてを思う。このような人は流れの

ほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのな

すところは皆栄える。詩篇 1 編 2-3 節 

祈り 造り主なる神さま、あなたが与えて下さる人生の、それぞれが置かれた場所

で大地に深く根ざして、恵みの年輪を刻ませてください。太く大きい枝を伸ばし、

疲れた者たちに安らぎを与える存在となれますように。アーメン 

 

    

 



９．とりさんおはよう 

 朝早くから多くの小鳥のさえずりが聞こえました。日本と同じすずめや

つばめもいますし、はじめて見る鳥もいます。鳥さんたちにも「朝からボ

ケとる、おはよう」。君たちはイエスさまが「空の鳥を見よ」と指をさした

鳥さんの子孫かもしれないね。 

聖書 空の鳥を見るがよい。まくことも、刈ることもせず、倉に取りいれることも

しない。それだのに、あなたがたの天の父は彼らを養っていて下さる。 

マタイ福音書 6 章 26 節 

賛美 心くじけて思い悩み、などて寂しく空を仰ぐ、主イエスこそわが真の友、一

羽のすずめに目を注ぎたもう…声高らかにわれは歌わん、一羽のすずめさえ 主は

守り給う（詞 C・D・Martin、新聖歌 285 番） 

   

１０．カラスさんどうして？ 

 「カラスさん、あなたの体は黒一色のはずでしょう。なんで背中だけ白

っぽいの？」そう問いかけたくなるカラスがいました。すると返事が返っ

てきた気がしました「かってにきめつけないでください。私たちカラスだ

って、自分らしく生きてもいいじゃないですか？」と。 

聖書 空の鳥に問うてみよ、それはあなたに告げる。あるいは地の草や木に問うて

みよ、彼らはあなたに教える。これらすべてのもののうち、いずれか主の手がこれ

をなしたことを知らぬ者があろうか。すべての生き物の命…彼の手のうちにある。

ヨブ記 12 章 8-10 節（抜粋） 

詩 神さまの大きな御手の中で、かたつむりはかたつむりらしく歩み 

  蛍草は蛍草らしく咲き、雨蛙は雨蛙らしく鳴き 

  神さまの大きな御手の中で、私は私らしく生きる 

 （水野源三、『こんな美しい朝に』、いのちのことば社、8 頁） 



第３章 ブレッシング 

１１．貧しい人は幸い 

 祝福の教会は山上の説教の八つの祝福を記念しています。古代の洗礼槽

や教会建築に八角形が多いのは、ここからきているようです。「こころの貧

しい人たちは、さいわい！」と御言葉を口にしたとき、グッとこみ上げる

感動を覚えました。自己存在の貧しさや欠けがあったから、心に渇きを感

じてイエスさまの救いを求めました。貧しさに気づいたからこそ、十字架

の愛に満たされる喜びを知りました。 

聖書 こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。 

 マタイ福音書 5 章 3 節 

祈り 主よ､今朝も私の貧しい心をあなたの豊かな愛で満たしてください｡アーメン 

   

 

１２．ガリラヤの風かおる丘 

 祝福の教会が建つ丘から、ガリラヤ湖畔へ降る道、通り過ぎる風に草花

がなびいていました。このような道をイエスさまは弟子たちと歩まれたの

だろうと思い、前に出す足を踏みしめながら、ゆっくりと歩いていました

ら、みんなが立ち止まって、待ってくれていました。 

聖書 イエスは、すべての町々村々を巡り歩いて、諸会堂で教え、御国の福音を宣

べ伝え、あらゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになった。また群衆が飼う

者のない羊のように弱り果てて、倒れているのをごらんになって、彼らを深くあ

われまれた。マタイ福音書 9章 35-36節 

賛美 ガリラヤの風かおる丘で 人びとに話された 

   恵みの御言葉を わたしにも聞かせてください 

   （詞 別府信男、新聖歌 40 番） 



１３．野の花 

 イスラエルに咲く花の種類は、世界中で最も多いそうです。今回のツア

ーが二回目のイスラエル旅行という方があり、前回とは違う季節（春～初

夏）の花々を見たいと願って、今回参加されたそうです。 

 ある方のコラムで読んだのですが、思い煩いに包まれるとき散歩に出る

そうです。その時に、星野富弘さんの車イスを押す自分の姿をイメージし

てみるそうです（富弘さんのは電動の車イスですけど）。花々を見ては、「自

分はこう思うけど、富弘さんだったらどう感じるだろうか」と問いかけな

がら散歩をして戻ってくると、足どりも心も少しずつ軽くなるそうです。 

 富弘さんは一緒ではありませんでしたが、フィリピンのエノプレ先生ご

夫妻と一緒に、花々の写真を撮りつつ、ゆっくりと歩いてきました。 

聖書 なぜ…思いわずらうのか。野の花がどうして育っているか、考えて見るがよ

い。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、あなたがたに言うが、栄華をきわめた時

のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。…ああ、信仰の

薄い者たちよ。マタイ福音書 6 章 28-30 節 

祈り 牧者なる主よ、思い煩いに沈みやすく、悩みの内に病んでしまう私たちの心

を解きほぐして下さい。草花を麗しくしてくださる主を信頼し、平安が与えられて、

私たちもキリストの福音の香りを放つ者とならせてください。アーメン 

   

   



   

 

１４．どこかで会ったね 

 イスラエルの草花の写真を、手当りしだいに撮っているときに、ふと思

いました。そういえば、どこかで会ったことあるね。日本でも道端や公園、

教会の庭に咲いているね。日常にある花が、旅行中は特別な存在に感じま

す。それなら日本で普段から顔を合わす花々だってスペシャルな存在なは

ずですね。そうだ、日本に帰ったら花だけでなく、いつも会っている人た

ちをあたりまえと思わないで、顔をまじまじと見てみよう。相手が恥ずか

しく感じるぐらいに、心新しく見つめてみよう。神さまが出会わせてくだ

さった仲間なのだから。 

聖書 ｢この三人のうち、だれが…隣り人になったと思うか」。彼が言った、「その人

に慈悲深い行いをした人です」。そこでイエスは言われた、「あなたも行って同じよ

うにしなさい」。ルカ福音書 10 章 36-37 節 

祈り 神さま、あなたが出会わせて下さる存在の、隣人となれますように導いてく

ださい。「あたりまえ」ではなく「ありがとう」の思いを大切にできますように。

痛みを抱えた友に、いつでも手を伸ばせば支えられる場所に、ほほえみが見える場

所にいさせてください。主の伸ばされた手足として生かしてください。アーメン 

 

～～番外編：アリさん～～ 

      なまけ者よ、ありのところへ行き、 

      そのすることを見て、知恵を得よ。 

      箴言 6 章 6 節 

  
 



第４章 カペナウム 

１５．シナゴーグ 

 歴史家ヨセフスは、カペナウムの町は約 1 万人が住む大きな町だったと

報告しています。ローマ式のシナゴーグ（ユダヤ教の会堂）は、湖上の遠

くからも見えて漁師たちの目印になっていました。今は、二階部分は崩れ

ていますが、一階部分だけでもこんなにも大きな建造物が残っています。

ここで巻物が開かれ旧約聖書が朗読されていたのです。イエスさまも、御

言葉から福音を宣べ伝えた場所です。 

 その会堂のすぐ目の前に、ペテロの実家と推測される場所があり、その

上に記念として教会が建てられています。 

 

聖書 それから、彼らはカペナウムに行った。そして安息日にすぐ、イエスは会堂

にはいって教えられた（中略）。それから会堂を出るとすぐ、ヤコブとヨハネとを

連れて、シモンとアンデレとの家にはいって行かれた。ところが、シモンのしゅう

とめが熱病で床についていたので、人々はさっそく、そのことをイエスに知らせた。

イエスは近寄り、その手をとって起されると、熱が引き、女は彼らをもてなした。 

マルコ福音書 1章 21､29-31節 

祈り 主よ、この地で人々は福音を聴き、多くの人々が救いを得ました。しかし、

福音書には、福音を受け入れず悔い改めなかったカペナウムの人々を嘆く主イエス

の姿が描かれています。どうか私たちの霊の耳を開いて、御言葉を信じ受け入れ、

御声によって生きるものへと形作ってください。アーメン 

  

    カペナウムのシナゴーグ      ペテロのしゅうとめの家の跡 



１６．ヨハネの石柱 

 発掘された石柱には、文字などが刻まれたものがあります。その中に、

新約聖書にも登場する人物の名が刻まれた石柱が出てきています。ヘブラ

イ語で「ヨハネの子、ゼベダイの子、アルファヨがこの石柱を作った」と

いう言葉と、祝福の祈りが刻みこまれています。このヨハネが１２弟子の

ゼベダイの子ヨハネと同一人物かどうかは、研究者の中でも意見は分かれ

ているようです。でも、この石柱のような生活感を感じさせるものを見る

とワクワクしてきます。ここの町にヨハネという人が住んでいた。想像を

ふくらませてヨハネやペテロが子ども時代、一緒に町を走り回って遊んで

いる姿を思い描いてみると、嬉しくなりませんか。 

 

聖書 イエスは幼な子らを呼び寄せて言われた、「幼な子らをわたしのところに来

るままにしておきなさい、止めてはならない。神の国はこのような者の国である」。

ルカ福音書 18章 16節 

祈り 主イエスさま、この町で育った者たちが、あなたの弟子となり、教会の柱と

なっていきました。誰がそのことを予想できたでしょうか。私たちの町にいる日本

の子どもたちの将来も、あなたがどのように道を開いてくださるのでしょうか。ど

うか、私たち教会が福音の種と希望の種を蒔き続けることができますように、導い

てください。アーメン 

 

 

 

  
       ヨハネの石柱         カペナウムの町の発掘場 



第５章 クルージング 

１７．恐れるな 

 バイブルランドのツアーというものは、日常から離れた別世界の観光旅

行というよりも、実は人生の様々な課題を祈りの宿題として、引きずって

参加する場合が多いように思います。湖に船を出して、湖上を吹き抜ける

風の香りを味わいながら、聖書を思い出します。弟子たちはこの湖の上で

大嵐に合い、命の危険を感じて恐れにとらわれました。参加者の中には嵐

をくぐり抜けて旅行に来た方があるかもしれませんし、この時にも、心の

大波に揺さぶられているかもしれません。そのわたしたちが、共に主イエ

スさまの御声を聴くのです。「わたしだ、恐れることはない」。恐れるこ

とはない、主イエスさまご自身が共におられる。嵐の中でこそ、信仰によ

る確かさを経験できるものになりたいですね。 

 

聖書 強い風が吹いてきて、海は荒れ出した。四、五十丁こぎ出したとき、イエス

が海の上を歩いて舟に近づいてこられるのを見て、彼らは恐れた。すると、イエス

は彼らに言われた、「わたしだ、恐れることはない」ヨハネ福音書 6章 18-20節。 

祈り 主イエスさま、私たちの心は様々なことで波たち、揺れ動きます。ガリラヤ

湖を見つめる人々の心も、あるいは聖書を開いてガリラヤ湖に思いを馳せて祈る心

にも、等しく主イエスさまが行き巡って下さり、嵐にもまさる強さをもって「わた

しだ、恐れることはない」と語りかけてください。あなたの平安によって守ってく

ださい。アーメン 

 

 

   

  



１８．「２０００年の希望」の歌 

 船の上で、ガイドのトモコさんがイスラエル国歌を紹介してくれました。

「ハティクヴァー」という題のこの歌は「希望」という意味です。その一

部を引用します。「胸の内に今もなお、ユダヤの魂が湧きたつ。…目がシオ

ンを目指している限り、我々の希望はなお失せることはない。その希望は

2000 年におよぶ。シオンとエルサレムの地、我々の国で自由の民となるこ

と」。私はこの「2000 年におよぶ希望」という言葉を聴いて、感銘を受け

ました。迫害と流浪の生活を強いられた 2000 年もの間、希望を失わなか

ったということに驚きを感じるのです。 

 先日、原発事故のあった福島で復興活動を続ける方が「私たちは、100

年後の希望のために働いている」と、語られる言葉を聞いて感動しました。

自分はどのような希望に生きているのか。問い正される思いがしました。 

  

聖書 主は言われる、わたしがあなたがたに対していだいている計画はわたしが知

っている。それは災を与えようというのではなく、平安を与えようとするものであ

り、あなたがたに将来を与え、希望を与えようとするものである。 

エレミヤ書 29 章 11 節 

祈り 主なる神さま。私たちが求めるのは、人の欲と混じり合った願望ではなく、

主が与えて下さる希望です。そして、一世代で終わる希望ではなく、世代を超えて

受け継がれるヴィジョンに私たちを生かしてください。「希望は失望に終ることは

ない。なぜなら…神の愛がわたしたちの心に注がれているからである」と語った使

徒パウロのように、私たちを希望の人とならせてください。アーメン 

     

               



第６章 コーリング（召命） 

１９．私についてきなさい 

 ペテロの召命教会で、自由時間を過ごしました。静かに寄せる波のあた

たかさを感じながら、弟子たちの姿を思いめぐらしました。この波打ちぎ

わで、弟子たちは主と会ったのです。それまでと変わらない漁師としての

日常の生活をしていたペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネは、イエスさま

と出会い、人生が変わり、また歴史を変え、世界を変えいく教会の柱とな

っていきました。この召命教会に、世界中から集まる巡礼者の姿を見る時

に、ペテロたちに、主が託された福音の力を感じます。 

 やさしく寄せる波にさわりながら、自分が主と出会ったときのことを、

思い起こしました。生きる意味が分からず、虚無に飲み込まれそうにもが

いていた自分が、神さまに生かされ使命が与えられているという喜びを経

験したときのことを。死と罪の恐れから逃げていた自分が、主イエスさま

と出会って、ここに愛と赦しがあることを知った喜びの日のことを。  

聖書 イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、シモンとシモンの兄弟アンデレと

が、海で網を打っているのをごらんになった…。イエスは彼らに言われた、「わた

しについてきなさい。あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。すると、

彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。マルコ福音書 1 章 16-18 

祈り 愛するイエスさま、弟子たちに語りかけたように、「わたしについてきなさ

い」と、私の魂にもお語り下さい。痛みより癒しへ、絶望より希望へ、憎しみより

愛へ、死より命へと引き寄せて下さるあなたの恵みの招きを、今日も聴き取ること

ができますように。立ち上がり主に従わせてください。アーメン 

     

  



２０．私を愛するか？ 

 どんな顔をして、主の前に出られるだろ 

うか。あんなにも受け入れて頂いたのに、 

主を拒否してしまった。あんなにも愛され 

たのに、主に背を向けてしまった。 

「わたしは知らない、知らない、知らない」 

と三度も主を否んでしまった。十字架の前 

夜のあのペテロの姿は、私の姿です。 

 しかし、なぜ主は私に語りかけ下さるのですか。「私を愛するか、愛する

か、愛するか」と、三度も愛の内に招いてくださるのです。ひとたび、自

分の罪深さのゆえに、どんな顔をして主にお会いできるか悩んだ私は、あ

なたの恵み深さのゆえに、再び当惑します。説明しきれない恵み深さ、言

葉にできない感謝に満たされたこの私自身を、主よあなたに捧げることが

できますように。 

聖書 イエスはシモン・ペテロに言われた、「ヨハネの子シモンよ、あなたはこの

人たちが愛する以上に、わたしを愛するか」。ペテロは言った、「主よ、そうです。

わたしがあなたを愛することは、あなたがご存じです」。イエスは彼に「わたしの

小羊を養いなさい」と言われた。ヨハネ福音書 21 章 15 節 

祈り 愛するイエスさま。あなたの恵み深さに私は圧倒されています。十字架で表

された主の恵みの高さ、広さ、深さは計りがたく、人の知性や情感では受け止めき

れません。だから私たちは主を畏れ礼拝を捧げるのです。あなたから与えられた愛

をもって、主よ、あなたの羊を養う奉仕に、私たちを用いて下さい。アーメン 

 

    ～～番外編：私の羊を養いなさい。イヌとネコもよろしく～～ 

    



第７章 グループ 

２１．呼びかけ人＆招待牧師 

 三多摩教区でイスラエル旅行に行きたいという思いは、当時、教育部部

長でした内藤さんに与えられたヴィジョンでした。そして教区内の牧師を

招待したいと願い、公開抽選会をしました。みごとご招待となったのが下

山口教会の西岡まり子先生でした。伝道や啓発活動、また家庭のお母さん

として多忙極まる生活から解き放たれて、祈りの旅に参加されました。神

さまからの贈物として、心の充電になりましたでしょうか。 

聖書 イエスは彼らに言われた、「さあ、あなたがたは、人を避けて寂しい所へ行

って、しばらく休むがよい」。それは、出入りする人が多くて、食事をする暇もな

かったからである。マルコ福音書 6 章 31 節 

祈り 主よ、あなたの憩いの水辺に安らうことが 

できますように。静まりの内に、平安が与えられ、 

愛に生きる道を示してください。アーメン 

 

２２．鳩山教会のメンバー 

 私が遣わされている鳩山のぞみ教会から藤沢さん、関本さんご夫妻の三

名が共に参加できたことは、特別に大きな喜びでした。週ごとに礼拝を共

にする私たちが、鳩山教会に戻って、バイブルランドで受けた恵みを分か

ち合うことができることを幸いに感じます。 

 

聖書 「家へ帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、語り

聞かせなさい」。そこで彼は立ち去って、自分にイエスがして下さったことを、こ

とごとく町中に言いひろめた。ルカ福音書 8章 39節 

祈り 羊飼いであるイエスさま、あなたの導き 

を感謝します。この旅で主から受けた恵みを、 

祈り支えてくれた教会のために用いさせて下さ 

い。この祈りの旅が、神の家族の祝福となります 

ように導いてください。アーメン 
 

 



２３．イエスさまに抱かれる赤ちゃん 

 ムードメーカーの堀江さんご夫妻は、つい先日、初孫のやすきくんが生

れたばかり(実は私の甥でもあります)。その堀江さんは、イスラエル人や

アラブ人の赤ちゃんを見かけると、お孫さんを思い出して「やすきくんが

いた」と、ご夫妻で盛り上がっていました。親バカならぬ、おじいちゃん

○○。そういう私も一緒におじさん○○！そんな旅の途中で、男の子を抱

くイエスさまの像と出会ったので一枚パシャリ！やすきくんをはじめ、今

年生まれた全ての赤ちゃんに、あらゆる民族の子どもたちに、イエスさま

の恵みと平和がありますように心から祈ります。 

 

聖書 イエスは幼な子を呼び寄せ、彼らのまん中に立たせて言われた、 

 「よく聞きなさい。心をいれかえて幼な子のようにならなければ、天国にはいる

ことはできないであろう」マタイ福音書 18章 2-3節 

祈り イエスさま、世界の幼子たちを祝福してください。日本の子どもたち、イス

ラエルとアラブの幼子たち、東北の被災地の子どもたち、紛争と貧困に苦しむ子ど

もたち、全ての子どもたちの上に、イエスさまの恵みと守りがありますように。愛

されるために生まれたという、神さまの御心が成し遂げられますように。アーメン 

 

 

 

 



２４．旅仲間 

 イエスさまの足跡を辿る祈りの旅を、共に歩んだ皆さんに心からの感謝

をお伝えしたいと願っています。共に学び合い、共に支え合い、共に歌い、

そして共に主イエスさまの御声を聴く弟子の群れとして歩めたことを幸い

に感じています。神さまが与えて下さったひとりひとりの賜物が、旅全体

をなんと豊かにしてくださったことでしょう。 

聖書 あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだので

ある…あなたがたが行って実をむすび、その実がいつまでも残るためであ（る）。

ヨハネ福音書 15章 16節  

祈り 主イエスさま、あなたが呼びかけて、心に思いが与えられたひとりひとりを

祝福してください。バイブルランドでのかけがえのない信仰経験が、三多摩教区の

諸教会で豊かな実を結ばせていくことができますように、心からお祈りいたします。

アーメン 
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