
この教会の歴史

この教会 は 日本聖公会 に属 しています。聖

公 会 はイ ギ リス国教会 を母 体 とす るプ ロテ

スタン トの教派ですが、儀式や典礼な ど伝統

を尊重す る点ではローマ・ カ トリック教会 に

近 く、 このキ リス ト教二大潮流 を結ぶブ リッ

ヂチャーチ (橋 わた しの教会)と も呼ばれ て

います。わが国の関係機 関では立教大学や聖

路加 国際病院 な どが よく知 られ ています が、

福祉 事業 の分 野 で も広 く社 会 に貢 献 して き

ま した。世界 中の信徒 はプ ロテスタン ト最大

の約 7千 万人 を数 えています。  .
川越教会 の始 ま りは明治 11(1878)年 に

さかのぼ ります。 この年横 山錦柵 、 田井正一

の両氏 に よる伝道活動 が開始 され、明治 22

(1889)年現在 の元町一丁 目に礼拝堂が建て

られ ま したが、明治 26年の川越大火 で焼失

しま した。今 の場所 に礼拝堂が建設 され たの

は大正 10(1921)年 4月 で した。 当時ニュ

ー ヨー ク大学教授 だ った ピー ター ソン夫妻

が建設資金 の調達 に大変尽力 され、今 日見 る

煉瓦造 りの聖堂 として よみがえ りま した。

こ うした教 会 は川越 の地 に伝 道 が始 ま っ

た年 か ら数 える と 140年 の歴史 を歩んできま

した。特 にこの半世紀、 日本の社会 は戦争 の

惨禍 を経 て か って ない激 動 の 中に あ りま し

たが、教会 は川越 の地 にキ リス ト教信仰 の灯

を絶やす ことな く守 り通 してきま した。

2000年 には新会館・牧師館 が建設 され ま した。

祈 りと奉仕 を通 して、地域社会 に開かれ てい

ます。

教会の建物

礼拝堂はチ ュー ダー様式で、W.ウ イル ソン

技師の設計 によ ります。外壁 に使 われている

煉 瓦は単調 でな く、 ところ どころに焼 きムラ

のある煉 瓦が使 われてお り、落 ち着いたムー

ドを醸 し出 しています。

天丼 は木製 の二重合掌造 りで、屋根 を支 え

る梁 と柱 には三位一体の神 を象徴す るクロ

ーバーの三つの葉が、三角形 の空間に形 を結

ぶ よ うに小 さな突起が配置 されています。

祭壇 をは じめ礼拝堂の内部 はすべてキ リ

ス ト教の伝統 に従 ってつ くられてお り、堂内

全体が舟 (ノ アの箱舟)を イ メー ジ した構造

になつています。 この建物 は 1979年 、 日本

建築学会 によ り 「近代の主要名建築」の一つ

として選 ばれ、 さらに 2001年 、国の 「登録

有形文化財」 と市の 「都市景観重要建築物」

の指定を受 けま した。

教会の鐘

蔦のか らまる鐘楼 には新 旧二つの聖鐘が

取 り付 け られています。古い鐘 は半世紀前 に、

新 しい鐘 は 21世 紀の幕開けに架 け られま し

た。それぞれ 「思い出の鐘」 と 「明 日の鐘」

と呼ばれ、主 日 (日 曜 日)の 聖餐式 (せ い さ

ん しき・ ミサ )、 朝夕の礼拝や結婚式、葬送

式な どで鳴 らされ ます。鐘 の音 は哀 しみ を癒

して低 く、希望にあふれて高 く、その霊感 に

満 ちた響 きを人 々の心に伝 え届 けています。

礼拝のご案内

日曜 日 午前 8時 ど 10時 30分 聖餐‐式

夕の礼拝が 18時からあ ります。
|

日曜 日は午前 8時 と 10時 30分 か ら聖餐式

(ミ サ)と い う礼拝 を行 つています。司祭 (牧

師)の 司式で礼拝が進行 し、説教 (お 話)が
あ ります。礼拝堂の入 り口には案 内係 がいま

すか ら、初 あて来た方 はその旨を告 げて くだ

さい。礼拝では聖書 のほかに祈祷書 (き と う

しょ)と い うお祈 りの本 と聖歌集 な どの讃美

歌集 を使 います。礼拝 中立 った り、座 つた り

ひ ざまずいた りしますが、慣れ るまで、ある

い は足 が ご不 自由な場合 はお席 にか け られ

たままで も結構 です。

なお、礼拝 に出席 されて も、は じめは納得

できない ことや疑間に思 うこと、また、 とま

どうことが多い と思います。礼拝後 に司祭 と

会い、なんで も尋ね、お話 しくだ さい。 しば

らく教会 に来 られ る うちに、キ リス ト教の信

仰 を理解 して、 自分 もこれ に従 って生 きよ う

と決心 された時、司祭 に申 し出て洗礼・堅信

を受 け、パ ン と葡萄酒 の聖餐 にあずか ること

ができます。

また、教会 では聖書 を学ぶ会、 日曜学校 、

お仕事会 (手 芸 )、 お菓子 の会、コンサー ト、

講演会、バザーな ど様 々な活動 に取 り組 んで

お り、いつで も、誰で も参加 できます。主な

る神 はすべての人 を招かれ、祝福 を与 えて く

ださいます。 (2018年 1月 作成 )
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最 もふ さわ しい響 きを奏 で るよ う設 ;|・ され

てい ます。 この教 会 の信 徒 を中心 に多 くの

方々か ら献金 をいただき、1996年 完成 、本献
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年けH催 され、好評 を博 しています。
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