
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】
越しをすることになり、新しい生活に向けて
お迎え下さい。（
 

９月１９日、

ピアノ教室の

きます

 私は今日
て、笑顔になったり、涙ぐ
んだりしていたおじいさん
やおばあさんを見て、とて
も嬉しくなりました。また
来年も参加できたら是非し
たいです。
楽しかったです。
更科中学校

森谷

シャロームの皆様へ
 教会の施設を使わせて頂き、環境の良い状態で音楽会
皆様が、一生懸命身体を動かしてリズムを取ったり、体操したりする姿がとてもステキでした。
今では、小中学校の教科書から消えてしまった唱歌を人生の先輩とご一緒に歌って、生徒も感じることがあった
と思います。

 僕はこのボランティアに出て「浜辺の歌」や
「上を向いて歩こう」などの今の教科書に載って
いない歌などをおぼえられて、老人の方にもふれ
あえたのでよかったです。
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 みなさんと一緒にストレッ
チをしたり、歌ったりして、
楽しくて緊張したけど自然と
笑顔になれました。どこから
始めていたのか少しわからな
くなってしまったけど、最後
まで楽しめて、教会風で良か
ったです。
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地域

 クリスマスおめでとう！
近年、クリスマスのお祝い会は、キリスト教

会ばかりでなく、多くの所で行なわれるように
なりました。それほどクリスマスは市民権を得
ている日本人の行事の一つになりました。とこ
ろが「クリスマスの本当の意味」となるとどう
でしょうか？

ある教会で子供クリスマス会が行われて、牧
師がホワイトボードに「Ｘマス」という字を書
いてこんな質問をしました。「みなさん、これ
は何と読み、どんな意味か分かる人？」すると
一人の元気な子供が勢い良く手を挙げて言いま
した。「はい、カケマスと読みます！これは掛
け算のことです」と。

Ｘマスは、「クリス
Ｘは、ギリシャ語の「Ｘ
の頭文字で、マスは「
った言葉ですが、いつの日か、神の御子イエ
ス・キリストの生まれた日のことをあらわす言
葉になりました。

巷では、クリスマスになると「メリー・クリ
スマス！」と呼び合います。「メリー」は「楽
しい」という意味ですので「楽しいクリスマス
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