
どうか、希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であな

たがたを満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくだ

さいますように。（ローマ15章13節） 

  

 

  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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 7月11日（日）に洗礼式が持たれます。久しぶりの洗礼

式です。とても嬉しく、感謝です。 

 コロナの影響で、教会も一気にオンライン化が進みまし

た。このオンライン化には、良い面、危惧する面と、両面

がありますが、この流れはこれからも進んでいくでしょ

う。止まることはないと思われます。ならば、私たちは、

良い面を伸ばし、危惧する面に対応しながら進んでいくべ

きでしょう。 

 礼拝に来たくても、来れない方々います。健康、仕事、

高齢、様々な事情があります。その方々にとっては、オン

ライン化は、大きな恵みとなります。 

 また海外在住日本人クリスチャンにとって、ハワイのよ

うに日本人教会がたくさんある所は稀で、多くの場合、近

くに日本人教会がない地域がほとんどです。その方々にと

ってもオンライン化は、大きな恵みでしょう。 

 この恵みを活かして用いていきたいと思わされます。 

                   関真士牧師 

 

 

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 6月 20 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

 

 

「全地よほめよ」 

                   「私たちは一つ」 

「飼い主なる主よ」讃 354番 

「ありのままに」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

宣教支援献金 

 

Scripture
聖 書 朗 読

      エペソ 2章 8節～10節 

Message
メッセージ

     「真の自分を生きる⑥ 神の作品として」 

                       関真士牧師 

Worship Song
賛  美

    「愛をもって生きて行こう」 

 

Doxology
頌 栄

   Benediction
祝 祷

  

 

 

 

- 報 Announcement 告 - 

 

 会堂礼拝は、朝９時から始まります。オンライン礼拝も継

続して配信しています。 

 本日の礼拝では、宣教支援献金があります。 

 北米ホーリネス教団 夏期修養会 

7月 3日（土）、4日（日） 講師：中野雄一郎師  

4日の礼拝は、朝 8時からになります。 

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週水曜日、ZOOM 聖書クラス ７PM お休み中 

 今週木曜日、ZOOM-弟子訓練 10:00am 担当：関牧師 

 今週金曜日、ZOOM ９AM 一緒にディヴォーショ 

 

 公示 教会年度総会開催 7 月 25日（日）１PM 

 

 11日から、礼拝時間が変更になります。 

朝 8：45～になります。 

 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。 

 高木牧人牧師の按手礼式が持たれます。8月 22日（日）１

PM ～ ホノルル教会礼拝堂 

 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                                                                June 20 . 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  「真の自分を生きる⑥ 神の作品としての自分」 関真士 

           エペソ 2章 8節～10節 

                                                                   

           次週のメッセージ「真の自分を生きる⑦ 赦された者としての自分」 関真士牧師 

               マタイ 9章 1節～8節 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 私たちの信仰は、神の真実に支えられるものです。自分の意志の力や行いで、信仰を支えようとする

ことがありますか？ その違いに関してどう思いますか？ 

 

 

 

 

 

② 自分が、神の最高傑作品であることを受け入れることができますか。その真の自分の姿を取り戻すた

めに、神が自分を探し続け、真の自分を神が発見してくださったのです。 

 

 

 

 

 

③ 良い行いをするために造られた神の作品として、真の自分を生きたいと願います。その思いを分かち合いま

しょう。 

 

 

 

●賛美の御言葉 

詩篇 28篇 6、7節 

ほむべきかな主。主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力私の盾。私の心は主に拠り頼み私は助け

られた。私の心は喜び躍り私は歌をもって主に感謝しよう。 

Psalm 28:6,7 

Blessed be the LORD! For he has heard the voice of my pleas for mercy. The LORD is my strength 

and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I 

give thanks to him. 

  



エペソ人への手紙 2 章 8〜10節 

8 この恵みのゆえに、あなたがたは信仰によって救われたのです。それはあなたがたから出たことではなく、

神の賜物です。9 行いによるのではありません。だれも誇ることのないためです。10 実に、私たちは神の作品

であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行いに歩む

ように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。 

 

Ephesians 2：8－10 

8 For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, 9 not a result of 

works, so that no one may boast. 10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God 

prepared beforehand, that we should walk in them. 

 

ルカの福音書 19章 1〜10節 

1それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。 

2するとそこに、ザアカイという名の人がいた。彼は取税人のかしらで、金持ちであった。 

3彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。 

4それで、先の方に走って行き、イエスを見ようとして、いちじく桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎよ

うとしておられたからであった。 

5イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。「ザアカイ、急いで降りて来なさい。わたしは今日、

あなたの家に泊まることにしているから。」 

6ザアカイは急いで降りて来て、喜んでイエスを迎えた。 

7人々はみな、これを見て、「あの人は罪人のところに行って客となった」と文句を言った。 

8しかし、ザアカイは立ち上がり、主に言った。「主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施し

ます。だれかから脅し取った物があれば、四倍にして返します。」 

9イエスは彼に言われた。「今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。 

10人の子は、失われた者を捜して救うために来たのです。」 

 

Luke 19:1-10 

1He entered Jericho and was passing through. 2 And behold, there was a man named Zacchae

us. He was a chief tax collector and was rich. 3 And he was seeking to see who Jesus was, but 

on account of the crowd he could not, because he was small in stature. 4 So he ran on ahead a

nd climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. 5 And when 

Jesus came to the place, he looked up and said to him, “Zacchaeus, hurry and come down, for 

I must stay at your house today.” 6 So he hurried and came down and received him joyfully. 7 

And when they saw it, they all grumbled, “He has gone in to be the guest of a man who is a si

nner.” 8 And Zacchaeus stood and said to the Lord, “Behold, Lord, the half of my goods I give t

o the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold.” 9 And Jesus said 

to him, “Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. 10 For the 

Son of Man came to seek and to save the lost.” 

 


