
わたし自身、あなたがたのために立てている計画をよく知ってい

る。―主のことば― それは災いではなく平安を与える計画であ

り、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。エレミヤ 29：11 

  

 

  会堂礼拝とオンライン礼拝が、主の御霊によって一つとされ、 

  共に主を礼拝いたしましょう。 
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 高木牧人先生、千恵夫人のロサンゼルス教会の赴任日が

決まりました。お二人とロサンゼルス教会の祝福を心から

祈ります。子供が巣立つような、喜びと寂しさが入り混じ

った気持ちです。 

 ホノルル教会にとっては、主の働き人が二人抜けるわけ

ですから、とても痛いことです。しかし、二人がホノルル

教会に来られたのも神の計画であるならば、発つのも計画

です。そして神の計画は、常に最善です。 

 教会の主は、イエス・キリストです。教会は、主のお体

です。教会の主権は、イエス・キリストにあります。です

から、計り知れない神の計画が、ホノルル教会になされる

のを期待しましょう。 

 私たちにとって困難と感じることがあっても、それは、

主の恵みと力が現れるチャンスです。 

 主は、今も生きておられます！      関牧師 

 

 

当教会は、正統的なプロテスタント教会です。エホバの証人、モルモン教、統一教会とは

一切関係がありません。カルトや宗教問題でお困りの方はご相談ください。 

 

風の吹くままに 
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2021年 10月 10日  

礼拝開始５分前からは、心を静める時間です。他の方の祈り、 

黙想の妨げにならぬよう席に着きましょう。 

Overture
前 奏

 & Worship
賛 美

 & Welcome
挨 拶

 

    「イエスは愛で満たす」 

  「私たちは一つ」 

  「わたしの望みは」 

  「真実な方」 

 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

特別賛美    シャロンフラチーム 

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 39篇 

 

Message
メッセージ

    「私の希望、それは…」    関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

   「慕い求めます」 

 

Doxology
頌 栄

   Benediction
祝 祷

  

 

 

- 報 Announcement 告 - 

 

 会堂礼拝は、朝 8時 45分から始まります。オンライン礼拝

も継続して配信しています。 

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 教会ウィークリーニュースは、毎月曜日に配信されます。

メールをチェックしてください。ニュースが届かない場合

は、ウェブページからご覧ください。パスワードは、HCC2021。 

 高木牧人牧師と千恵夫人は、10 月 24 日（日）をもって、

ホノルル教会の牧師を退任します。29 日（金）に LA に発

つ予定です。 

 10 月 24 日（日）６AM 洗礼式。ヴァンディヴェンダー愛

さん、結さん、さよさんが受洗の予定です。 

 ホノルル教会にも、必要な働き人が与えられますように、

主に期待して祈っていきましょう。 

 10 月 9 日（土）は、OMS 北米ホーリネス教団の教団総会が

開催されます。 

 OMS北米ホーリネス教団の創立「100周年記念誌」が発刊さ

れています。購入希望の方は、教会までご連絡ください。

一冊＄29（税、送料込み）です。   

 平日、教会へ来られる方も、感染予防の為に予約が必要で

す。973-4345（ナンシー）まで連絡をしてください。 



分かち合いのテーマ                                                                 Oct 10 . 2021 

 

●スモールグループの心得  

心を傾けて聴こう、理解しよう、共感しよう。教えない、否定しない、批判しない。そのままを受け入れよう。 

 

今日のメッセージ  「 私の希望、それは…」 詩篇 39篇 7節～13節 関真士師               

                                                                   

        次週のメッセージ   詩篇 46篇１節～11節  関真士牧師          

 

●分かち合いのポイント 

 

① ダビデの鬱状態の苦しみ、そのダビデの嘆きの言葉を聞いて（4～6節）どのように感じますか？ 

 

 

 

 

 

② 祈りは、逃れの道です。ダビデの祈りから、何が教えられましたか。 

 

 

 

 

 

③ 39篇は、内容的には、賛美の言葉はたった一言しかありません。ほとんどが嘆きです。にもかかわらず、

39篇が礼拝で歌われていた賛美であることを知って、どのように思いますか？  

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 9篇 1〜2節 

心を尽くして、私は主に感謝をささげます。あなたの奇しいみわざのすべてを語り告げます。 

私はあなたを喜び誇ります。いと高き方よ、あなたの御名をほめ歌います。 

 

Psalm 9:1-2 

I will give thanks to the LORD with my whole heart; I will recount all of your wonderful deeds. I will be 

glad and exult in you; I will sing praise to your name, O Most High. 

 



詩編 39篇 7節～13節 

7主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。8私のすべての背きから、私を助け出してく

ださい。私を愚か者のそしりの的としないでください。9私は、黙し口を開きません。あなたがそうなさったからで

す。10どうかあなたのむちを取り去ってください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。11あなたは不義を

責めて人を懲らしめシミが食うように人の欲するものをなくされます。実に、人はみな空しいものです。12 主よ私

の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなた

とともにいる旅人すべての先祖のように寄留の者なのです。13 私を見つめないでください。私が朗らかになれるよ

うにしてください。私が去っていなくなる前に。 

 

Psalm 39：7－11 

7 “But now, Lord, what do I look for? 

    My hope is in you. 

8 Save me from all my transgressions; 

    do not make me the scorn of fools. 

9 I was silent; I would not open my mouth, 

    for you are the one who has done this. 

10 Remove your scourge from me; 

    I am overcome by the blow of your hand. 

11 When you rebuke and discipline anyone for their sin, 

    you consume their wealth like a moth— 

    surely everyone is but a breath. 

 


