
第 1部◇クリスマスの祈り

会場:カ トリック藤沢教会第2部◇クリスマスコンサート・子どもたちのための人形劇

第3部◇愛餐会、グッズ販売

キャロリング◇午後3時～ 藤沢駅南□歩道橋
藤沢市鵠沼石上 1-1-17
主 催 :藤沢市内キリス ト教連絡会

プレ・キャロリング◇12月 1日 (土)午後3時～藤沢駅南□歩道橋      事務局 :藤沢YMCA TEt:0466‐ 26‐ 1151
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クリスマスのメッセージ

第 46回 2018年藤沢市民クリスマスを開催するにあたり、皆様に神の子イエス・キリス

トのご降誕のお慶びを申し上げます。

最初の聖なる夜、すべての人のために「平不□」がこの地上を訪れました。天使たちが歌っ

たとおりです。「地には平不□、御心に適う人にあれ」(ルカ 2・ 14)。 ベツレヘムでイエス・

キリストがお生まれになつた時、「平不□」も生まれたわけです。「ひとりのみどりごがわたし

たちのために生まれた。ひとりの男の子がわたしたちに与えられた。…その名は、…『平不□

の君』と唱えられる。…平不□は絶えることがない」(イ ザヤ 9・ 5-6)。 「平和」は、「ひと

りのみどりご」、「ひとりの男の子」を通して、私たち人間の歴史の中に入りました。神はこ

のような形で平和のたまものを与えてくださいました。

今日では、神が与えてくださつた平和のたまものはどうなつているのでしょうか。世界の

多くの国々では今なお紛争が続いているので、と<に平禾□の賜物は子どもたちから奪われて

いると言わざるを得ません。学校が破壊され、軍隊によって占領されることによって、子ど

もたちと青年たちは学校教育を受けることができなくなるのです。それだから彼らの唯―の

願いは「平不□」です。一亥」も早く彼らの叫び声に耳を傾けるべきです。もしこの世界の権力

者たちが彼らの叫び声に耳を傾けなければ、すべてをご覧になる、ベツレヘムでお生まれに

なつたイエス・キリストの父である神さまは、必ず彼らの叫び声を聞いて、ご自分がもつて

おられる愛の力で彼らを助けられるでしょう。

今年も、クリスマスを祝おうとしている私たちは、決して希望を失いません。平和の実現

は可能です。世界平不□は、私たち一人ひとりの「心のもち方」や「生き方」にもかかつています。

「愛」をもつて、神の望まれる平不□の建設に貢献しましょう。

皆様の上に、ベツレヘムでお生まれになつた、神の子イエス・キリストのお恵みが豊かに

ありますよう、お祈り申し上げます。

パスカーレ・ヴィンチェンツォ 神父 (カ トリック片瀬教会)
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第46回藤沢 市 民

「クリスマス、そねオ千

I部 16:00～ クリスマスの祈り

松田 浩 司祭 (聖公会藤沢聖マルコ教会)

藤田 智栄子   (力 トリック藤沢教会)

式

楽

点  央

前  奏 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………奏楽者

賛  美    「まきびとひつじを」…………・…………………………・……………………………・……会衆全員

旧約聖書    イザヤ書 9章 1節～ 6節

新約聖書    ルカによる福音書 2章 4節～ 14節

賛  美    「やみに住む民は光を見た」 高田三郎 作曲

「風がどこから」 高田三郎 作曲 ………………………………藤沢福音コール

クリスマス 。メッセージ

祈  祷 ……………………・……………………………………………… パスカーレ神父 (カ トリック片瀬教会)

賛  美    「もろびとこぞりて」………………………………………………………………………………………………会衆全員

平和の挨拶             …………………………………………・………………司式者 。会衆全員

ハンドベリレ賛美   「ベツレヘムの小さき街に」・……………………………ソフィア・ハン ドベルクワイア

賛  美     「きよしこの夜」……………・ソフィア・ハンドベルクワイア+藤沢福音コール+会衆全員

祝  祷 …………………………………………………………………:… … ………………………………………………………… ……………司式者

後  奏 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………奏楽者

挨  拶 …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………連絡会代表

鼈鮨腑濶 仁菫腑炒 2017年藤沢市民クリスマス献金報告 鰺辣瞼聰 隧鰊鰊聰

昨年の藤沢市民クリスマス献金 83,979円は、
YMCA東日本大震災支援募金と藤沢市愛の輪福祉基金ヘ

半額ずつ捧げられました。感謝をもつて報告します。
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旧約聖書 イザヤ書 9章 1-6節

闇の中を歩む民は、大いなる光を

見死の陰の地に住む者の上に、光が

輝いた。

あなたは深い喜びと大きな楽しみ

をお与えにな り人々は御前に喜 び

祝つた。メ」り入れの時を祝うように

戦利品を分け合って楽しむように。

彼らの負う輛、肩を打つ杖、虐げ

る者の鞭をあなたはミディアンの日

のように折つてくださった。

地を踏み鳴らした兵士の靴血にま

みれた軍服はことごとく人に投げ込

まれ、焼き尽くされた。

ひとりのみどりごがわたしたちの

ために生まれた。ひとりの男の子が

わたしたちに与えられた。権威が彼

の肩にある。その名は、「驚<べき指

導者、力ある神永遠の父、平和の君」

と唱えられる。

ダビデの王座とその王国に権威は

増 し平和は絶えることがない。王国

は正義と恵みの業によって今もそし

てとこしえに、立てられ支えられる。

万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。

新約聖書 ルカによる福音書 2章 1-14節

そのころ、皇帝アウグストゥスから全領土の

住民に、登録をせよとの勅令が出た。

これは、キリニウスがシリア州の総督であつ

たときに行われた最初の住民登録である。

人々は皆、登録するためにおのおの自分の

町へ旅立った。

ヨセフもダビデの家に属し、その血筋で

あつたので、ガリラヤの町ナザレから、ユダ

ヤのベツレヘムというダビデの町へ上って

行つた。

身ごもつていた、いいなずけのマリアと一緒

に登録するためである。

ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、

マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布

にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼

らの泊まる場所がなかつたからである。

その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、

夜通し羊の群れの番をしていた。

すると、主の天使が近づき、主の栄光が周

りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。

天使は言つた。「恐れるな。わたしは、民全

体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダ

ビデの町で、あなたがたのために救い主がお

生まれになった。この方こそ主メシアである。

あなたがたは、布にくるまつて飼い葉桶の

中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。

これがあなたがたへのしるしである。」

すると、突然、この天使に天の大軍がカロわ

り、神を賛美して言った。「いと高きところ

には栄光、神にあれ、地には平和、御心に適

う人にあれ。」

新共同訳聖書より
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第46回藤沢 市 民クリスマス

まきびとひつじを

まきびとひつじを

たえなるみうた|よ

よろこびたたえよ

2あおげばみ空に

よるひるさやかに

よろこびたたえよ

もろびとこぞりて むかえまつれ

ひさしくまちにし 主はきませり

主はきませり 主は 主はきませり

2この世のやみじを てらしたもう

たえなる光の 主はきませり

主はきませり 主は 主|よきませり

3平和のきみなる みこをむかえ

すくいの主とぞ ほめたたえよ

ほめたたえよ ほめ ほめたたえよ

守れるそのよい

あめよりひびきぬ

主イエスは生まれぬ

きらめくあかばし

かがやきわたれり

主イエスは生まれぬ

3くすしき光の みちびくまにまに

博士はまぶねの 主イエスにまみえぬ

よろこびたたえよ 主イエスは生まれぬ

もろびとこぞりて きよしこの夜

きよしこの夜 星はひかり

すくいのみ子は まぶねの中に

ねむりたもう いとやすく

2きよしこの夜 み告げうけし

まきびとたちは み子のみまえに

ぬかずきぬ かしこみて

3きよしこの夜 み子のえみに

めぐみのみ代の あしたのひかり

かがやけり ほがらかに

アーメン



饉令は

儡 欲覺 隋
憮蜃獨 綺隕 蝙 /_齊 隕

｀
マ氣

讚
躙

第 I部 17:00～ クリスマスコンサート・子どもたちのための人形劇

ク リスマス・ コンサー ト (聖 堂 )

演 奏 トリオ ディヴェール

■主な曲目

1。 ジョイフル クリスマス !

2.ひいらぎかざろう (ウエールズのキャロル)

3.雪はつもり (イ ギリスのキャロル)

4。 そりすべり

5。 荒野の果てに (フ ランスのキャロル)

6。 フィナーレ 組曲「動物の謝肉祭」よりNo.14
7.すばらしい方、尊きイエス

8.いつくしみ深き                    コンバース作曲
9.Qula respext humil比 atem「 マニフィカトニ長調」BWV243よ り  J.S.ノ ッヾハ作曲

10.さやかに星はきらめき                 P.カ ポー 作詞 A.アダン 作曲

荒野のはてに (皆様とご一緒に)

小松澤 恵 作詞・作曲

アンダーソン作曲

サン=サーンス作曲

キム・キヨン 作詞・作曲

1荒野のはてに 夕日は落ちて

たえなる調べ 天より響く

(く りかえし)

グロリア インエクセルシスデオ

グロリア インエクセルシスデオ

2羊をまもる 野辺の牧人

天なる歌を 喜び間きぬ

(く りかえし)

グロリア インエクセルシスデオ

グロリア インエクセルシスデオ

こどもたちのための人形劇 (信徒会館 1階ホール)

「くつやのマルチン」・……………………………………………………… シオン人形濠」団
トルストイの原作による有名な作品を人形濠」にしました。「神さまは、いつもわたしたちのそばで、愛を
注いでくださっています。」という物語です。こころあたたまる物語をぜひおたのしみください。

第Ⅲ部 18:00～ 愛餐会・クリスマスグッズ販売

温かい豚汁をご用意しています。夜店 (各教会からのグッズ販売)もあります。

どうぞ、お立ち寄りください。

時
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日
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キリスト者一致のための合同祈祷会のご案内

2019年 1月 19日 (土)14時～ 15時 30分
藤沢ナザレン教会

御言葉の上に網を下ろしなさい

満山 浩之 牧師

黒田 直人 牧師
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鶉褥⑬漑 艤浚 寧 冬彦鞣凩屏ベ

北方 奈津子 (Flute)

洗足学園大学卒業、桐朋学園大学研

究科修了。フルートを小林茂、多久

潤―郎、フラウト トラヴェルソを

有田正広の各氏に師事。恵泉女学園、

ユーオーディアアカデミー講師。

F ute&Gularデ ュオ」―SymphOnieで

東北被災地にて"音楽で復興支援"

を続け、CD「A Due(ア  ドウエ )J

「La Patone(ラ パ トリエ )」 をリ

リース。日本福音キリスト教会連合

中野島キリスト教会会員。

樋□ あみ (PianO)
3歳よリピアノを始める。福岡女学

院高等学校、京都市立芸術大学卒業

後渡独。ミュンヘン音楽大学、ベル

リン芸術大学にて研鑽を積む。国内

外で演奏活動を行う傍ら、後進への

指導も続ける。あみ鵜の本ピアノ教

室主宰。キリスト教東京鵜の本教会

会員。

こまつざわ めぐみ

JJヽ松澤恵 (Soprano)
桐朋学園大学声楽専攻卒業。東京バ

プテスト神学校教会音楽科マスター

コース卒業。2008年 CD「 Crace」

をリリースじ完売となる。震災復興

支援コンサート活動の中で、喘患を

患い、今もその苦悩と向き合う日々

である。東京バプテスト神学校教会

音楽科教師。コーラスや賛美歌指導

特別講師としても招かれている。ユー

オーディア会員。大久保バプテスト

教会員。

シオン人形劇団

湘南台バプテスト教会 (日本バプテスト連盟所属)の人形濠」団です。2007年に開始されました。団員は 8
名から構成されています。人形の制作、台本制作、台本録音、舞台製作などすべてを自分たちで行つています。

演目は「くつやのマルチン」、「ロバくんとなかまたち」、「本当のおともだち」、「まつているお父さん」、「ボ

タンはどこ」、「森のなかまのクリスマス」の 7作です。高齢者ホーム「ひめしゃら」と「□―ズガーデン」、

湘南台ファンタジア、神奈川バプテスト連合諸教会 (逗子・大秦野・川崎教会 。藤沢教会など)、 幼稚園 (教

団藤沢教会付属みくに幼稚園・湘南白百合学園幼稚園など)で公演を行ってきました。

藤沢福音 コール

藤沢市民クリスマスでの連合聖歌隊が拡大発展し、1977年 に宗教曲を専門に演奏する合唱団として発足。
宗教曲の持つ 《祈りの心》を表現することを大切にしつつ、高い音楽性を追求しています。定期演奏会、種々
のコンサートに参カロの他、海外及び国内各地でのチャリティ・コンサートを開催。創立 40周年記念演奏会「メ
サイア」を藤沢市民会館大ホールにて開催しました。次期演奏会 (2019年秋)を予定しています。

ソフィア・ハンドベルクワイア

1990年より藤沢ナザレン教会にて、ネL拝讃美と定期クリスマスコンサートを中心に活動を始めました。日

本ハンドベル連盟に属し、藤沢市内や横浜、東京、千葉等で教会コンサートを行つています。本年は 5月 に

軽井沢南教会、また 10月 に下北沢ナザレン教会を訪問。毎年春には東京地区教会ハンドベル音楽祭で各地
の教会での演奏に参カロしています。クリスマスには毎年、湘南台こども館や公民館、また当藤沢市民クリス

マスヘの参カロも回を重ねました。25周年記念には鎌倉芸術館 (小)で、また本年の定期演奏会は 28回 目と

して 12月 1日 (土)に藤沢ナザレン教会会堂で行いました。

プロフィール

トリオ ディヴェール

ディヴェールとはフランス語で「いろいろなもの」という意味です。わたしたちは3つの個性、楽器、和音、
音質が集まって一つの美しいハーモニーを生み出したいという願いがあります。フルート、ピアノ、歌とそ
れぞれ神さまから与えられたギフトを用いて賛美を捧げています。



クリスマスにじオお逝Kのう蔭へお出かけ下さい。
■藤沢市内キリスト教連絡会は市内のキリスト教会の教役者と信徒による教派を超えた会です。    |
イエス 。キリストの生涯を学び、その教えをともに広める活動を行つています。          .

カ トリック片瀬教会

藤沢市片瀬海局J2-2-35 TEL0466-22-4646
http://wwwocatholickataseocom

日本ホー リネス教団 辻堂キ リス ト教会

藤沢市羽鳥 1-3-21 TEL0466-36-0893
http://tulldOu― ch.sakura.ne.ip/

力 トリック藤沢教会

藤沢i市鵠沼石上 1-1-1 7 TEL0466-27-2787
http://www.geocitlesoip/fullSaWa_church/

日本ホー リネス教団 鵠沼教会

藤沢市鵠沼海岸 7-11-1 0 TEL0466-36-6438
http://www009.upp.so_net.neoip/」 HC―Kugenuma/

カ トリック藤沢教会 湘南台センター

藤沢市湘南台 2-18-5 TEL0466-43-2265
http://www.geoctties.ip/fuliSaWa church/SDCenter/shonan.htm

海外長老会 藤沢キ リス ト教会

藤沢市朝日町 20-6 TEt 0466-90-4929
fuliSawachrlstchur:wlxsiteocom/index

日本基督教団 片瀬教会

藤沢市片涼貝4-3-1 4 TEL0466-26-1816
http://katase― churchosakura.ne.jp/

日本バプテス ト連盟 湘南台バプテス ト教会

藤沢T葡湘南巻)1-11-8 TEL0466-43-7488
http://shonandai― kyokal.topazone.lp/

日本基督教団 辻堂教会

麗じ尺市)土璧會4-7-38 TEL0466-36-3623
http://wwwocityfulisaWa.ne.ip/～tulidOky/

日本バプテス ト連盟 藤沢バプテス ト教会

麗じ尺言シ恨鵠)召 5-10L29 TEL0466-23-1088
https://fullsawa― baptist.church

日本基督教団 藤沢教会

藤沢市鵠沼花沢興J2-5 TEL0466-22-2836
http://www.fuilSawachurchocom/

鵠沼めぐみルーテル教会

藤沢市鵠沼松が岡 1-1-6 TEL0466-50-2400
http://wwwochurch.ne.ip/kugenuma/church/

日本基督教団 藤沢北教会

藤沢市亀丼野 1-25■3 TEL0466-81-0893
http://homepage3.niftyocom/fkc/

日本ナザレン教団 藤沢ナザレン教会

藤沢市蓮:イ〒2-7-5 TEL0466-81-5510
http://jpnaz.holy.ip/ipnaZarene/cm/fulisaWa.html

日本基督教団 藤沢ベテル伝道所

藤沢市善行 2-23-1 0 TEL0466-81-3480
http://sakura― hp.com/bethe‖ ndex.htm

シ ャル トル聖パ ウロ修道女会 片瀬修道院

藤沢市片瀬海岸 2-2-30
TEL 0466-22-4461

日本基督教団 藤沢大庭教会

藤沢7市メJ塵 5319-3 TEL0466-88-3796
http://fohba.iimdO.Com/

聖心の布教姉妹会 学校修道院

藤沢市みその台 1-5
TEL 0466-81-3337

日本聖公会 藤沢聖マルコ教会

藤沢市鵠沼海岸 7-10-20 TEL0466-36-2331
http://ang‖ can.ip/stmark― f/

聖心の布教姉妹会 第二修道院

藤沢市本藤沢 3-4-19
TEL 0466-82-2982

日本福音キリスト教会連合湘南ライフタウンキリスト教会

藤沢市遠麗:398-4 TEL0466-87-3245
http://slcc.sakura.ne.jp/wp/

日本福音キリス ト教会連合 湘南キリス ト教会

藤沢市辻堂東海岸 2-12-36 TEL0466-34-5289
http://www013.upp.so― net.ne.ip/shOnanchurch/

聖母訪問会モンタナ修道院

鎌倉市津 550
TEL 0467-32-4621

日本アッセンブリーズ。オブ=ゴッド教団藤沢福音キリスト教会オリーブチャベル

蔵じ尺言]]藤>t545-48-1 01 TEL 0466-54-2232
http//www.olive― chapelocom/olive/

藤沢市内キリスト教連絡会事務局
藤沢 YMCA tt ■10466‐ 26‐1151

藤沢市鵠沼石上 1-13-7
https://www.yokohamaymca.org/facility/fuiisawa― lifelong/


