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箴言3章 17節
埼玉県南で生活することが長かった私にとって、キ
リスト教書店と言えば、渋谷ライフセンターや、お
茶の水CLCでした。電車を乗りついで 1時間以上
かけても、書店に行くのは一つの
楽しみでした。お目当ての本を買
うだけでなく、書棚にある本を隅
から隅まで眺め、手にとって目次
やあとがきを読んで、思いがけな
い良書との出会いもありました。
財布の中身と相談した結果、「次
回までおあずけ」ということもあ
りました。
最近は、本をネットで購入できる

便利な時代になりましたが、そのために、書店の
棚に並んだたくさんの本との出会い、書店という
空間で過ごす特別な時間が無くなってしまったの
は残念です。前橋に来てからは、東京にでかける
のも容易ではありません。
そんな私にとって、市内にキリスト教書店誕生の

ニュースは夢のようなお話しで
す。ただ、現在は原稿の締め切り
に追われ、のんびりと店内で過ご
すことができないのが残念です。
皆様、私に代わって（？）、書店
で過ごす豊かな時間を味わい、楽
しんでください。

JECA前橋キリスト教会牧師

内田 和彦

BIBLE&LIFE 
百万人の福音 9月号

「あしあと」

̶ ̶
内田和彦著

1,540 円（税込）いのちのことば社
　巻頭言を書いてくださった内田和彦先生の最新著書
です。末期がんで闘病中の青年に書き送った 41通の
手紙。　神についての疑問に答え、聖書の教える福音
をわかりやすく伝えます。その青年はやがて信仰に導
かれ、受洗し、天国へ召されます。キリスト信仰を持

つに至る姿と、またその方に寄り添う姿を見ることができます。
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ラジオ（PBA太平洋放送協会）
「世の光いきいきタイム」

小さな町の本屋さん
で検索するとインターネッ
トでもお聴きいただけます。
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　　　　たとえば、こんな 11月の過ごし方はいかがでしょうか？

気持ちのよいこの季節は読書にぴったり。この秋は特に群馬ゆかりの方々の著書を読んでみませんか？

あっという間に秋になり、気がついたら年末年始。急に加速するこの時
季ではありますが、そのシーズンならではの過ごし方をより深く味わっ
ていただくために、読書の楽しみ方、くらしの準備のための本屋の活用
方法など、書店がお手伝いできることを考えてみました。～季節で味わう本屋さん～ 秋冬篇

篠原明著
1,980 円（税込）あめんどう
篠原明先生は開店してすぐ

の頃、書店に立ち寄ってくだ
さり、ご自身の著書のポップ
を直筆で書いてくださいまし
た（写真参照）。
　各神学校でも講師としてご
活躍される哲学博士。中ノ条
キリスト集会責任者でいらっ
しゃいます。聖書信仰に立ち
つつも、自身が感じる心の渇
きを出発点として、みことば

と心の関係という問題に「霊性」という分野を見い
出した本著。先生がポップに書かれたみことばに、
その思いがつまっている気がします。

篠原敦子著
1,650 円（税込）イーグレープ
1983 年パプアニュー
ギニアの奥地にキリス
ト教宣教へと向かい、
少数民族と共に生き、
夫の死をのりこえてな

お、25 年以上をかけて彼らの言葉での聖
書翻訳をてがけた橋本千代子さん（高崎市
出身。現伊勢崎市在住）。その軌跡を、前
橋市在中の作家・篠原敦子さんが橋本さん
とキリスト教会で出会ったことをきっかけ
に編集・出版されました。今年の 7月に上
毛新聞でも紹介され「主人公、著者、編集
者が群馬県在住という奇跡の一冊」と評さ
れた、まさに奇跡のご当地本です。

星野富弘・詩画
1,430 円（税込）
いのちのことば社

今ではクリスチャ
ンでなくても知ら
れている群馬県出
身の詩人・画家の

星野富弘さん。人生の中で大きな立ち止ま
りを経験した富弘さんのことばと作品は、
日々急ぎ足で過ごしてしまう現代の私たち
の足を立ち止まらせて、大切なものを見せ
てくれる気がします。秋の暮れ、同じ群馬
の空を見、身近な植物を見てこられた富弘
さんの視点に心を合わせてみませんか？

クリスマスに福音を伝え
たい方、ギフトやカード
を贈りたい方のお名前を
リストにして、その方を
覚えて祈りつつ、贈り物
をさがしたり、カードを
書いてはいかがでしょう。

あと回しになりやすいお掃除ですが、先にすまして、
ついでに少し早めにクリスマスの飾りつけをしてはい
かがでしょう？　ウキウキ＆リラックスしたお部屋
で、これからの準備に取りかかれます。

クリスマス降誕ピクチャーライト（LED内蔵）　
3960円（税込）タテ４０×ヨコ 60

楽しい飾りで店内も

アドベントカレンダー各種
（550円～ 660円税込）

開くと、
みことばが！

クリスマスカード
も早めのご準備を
おすすめします。
カードさえ手元に
あれば、ちょっと
空いた時間に少し
ずつ書いていくこ
とができます。

クリスマス
BOX カード
（同柄 18枚封筒付）
1760 円（税込）

11月21日（日）11:00～ 15:00

「礼拝の後、熱い思いを旨にその足で書店に行きたい」
「クリスマスのミーティングの後、そのまま仲間とグッズをみたい」

そんなお声をいただき、さらに……



クリスマスのストー
リー、そしてその希望
をわかりやすくまとめ
たトラクト。
大人向けも、子ども向
けもございます。

↑ほのぼのとした絵で子
ども用かと思ったら、内
容は大人向けの冊子まん
がだそうです。
見てみたい。こちらは…

1 枚 143円（税込）

トラクト（伝道小冊子）
50 枚入り
1100 円（税込）

その１）5000円以上で送料無料
 その２）ラッピング無料

教会や施設に伺って、出張販売いたします。日頃キリスト教書店へなかなか行か
れない方にも、様々な書籍やグッズにふれていただける機会となります。
まずはお気軽にお問合せください。

販売は午後からだったのですが、午前中の礼拝
の時から来ていただき、福島店長のお証しを聞か
せていただき感謝でした。
書店まで出かけられない高齢者から子どもま

で、沢山の本屋グッズに囲まれて幸せを感じる
ひと時でした。

2022 年もやります。
福音袋 !!

1 月の新年営業に合わせて、
限定 10個の福音袋販売いたします。

約 10,000 円相当の商品が入って 3,980 円（税込）

新年を迎える準備もしたいですね。
※当店では 10月現在、すでにカレンダーやダイアリーをそろえてお
ります。早めのお買い求めもどうぞ！

クリスチャン・ダイアリー
各 750円（税込）

B6判も人気です。
B6判　1100円（税込）

日めくりカレンダー 各 750円（税込）

＊群馬県出身のちぎり絵作
家・森住ゆきさんのカレ
ンダー。
＊取り扱い店は東京を除く
関東・東北では当店だけ。

そのその



私が一回読んで
終わることなく、何
度も読み続けてい
るのは、聖書の他に
この二冊ではない
かと思います。
初 版 が 1977 年

で、ずいぶん昔の本ではありますが、再版を重ね現在
もソフトカバー仕立ての普及版として販売されている
のも、私のように活用する人がいるからなのでしょう。
私は学生時代にイエス・キリストを信じ、その頃「ア

シュラム運動」を提唱していた榎本先生に何度もお会
いし、その説教にも触れました。「朝の 15分が人生
を変える」との合い言葉のもとコツコツと聖書を一章
ずつ読み続ける習慣を身につけさせてもらいました。
この単純で、しかし奥深い取り組みは、私の人生の基
礎となり、現在の牧会もそのままです。聖書を一章ず
つ読んで分かち合って祈るという早天祈祷会として継
続しています。
さて、ほとんどの問題は人間関係に起因しますが、

その多くが、誰某があ～言った、こう言った…等のこ
とです。でも、だからこそ「イエスは何と言われるか」
と聞く姿勢こそ、問題解決の基礎であるし、牧会の大
切な指針となります。そんな取り組みを励まし後押し
してくれるのは、ここで紹介する「一日一章」の新約
よび旧約版です。
私も榎本先生に触発されて、稚拙ながら一日一章の

取り組みを「朝マナメール」として配信続けて 16年
になります。それを無謀にも昨年来から、書籍として
発刊し始めました。「一日一章」の取り組みが、次の
世代に継承されるためです。（恵みキリスト教会・藤原幸生）

◆前橋ハレルヤブックセンターたよりも６号になりました。神さ
まに書店を開業させていただいて、２年半あまり、このコロナの渦中もよく持ち
こたえたと、主と皆様に感謝しております。「主がご入用なのです」ルカ19:31 
この御言葉のとおりに主がこの前橋の地に書店を必要とされていると信じていま
す。さぁ、この御言葉の元に集まってくださる方はいらっしゃいませんか。共に歩
んで行きましょう!（店長・福島） ◆「書店ごよみ」を企画しながら、これからの
時季自分こそ一番あせるタイプだなと思いました。「あれをしなきゃ、これをしな
きゃ」「あれができていない、これができていない！」　“ないない”ではなく“あ
るある”に目を留めていきたいです。まずは美味しい物でも食べて。（S.Y）

027-212-8505 8508
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聖餐式用のブドウジュースとウエハースが、一人分ずつ梱包された
パックです。衛生的で持ち運びにも便利です。
賞味期限は約 1年。常温保存。店頭または、
お電話等での注文も承ります。

※キリスト教書やCD,DVDの献本・献品を受付けています。
　買取りではございませんので、ご了承ください。


