
 

  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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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）  現在、礼拝メッセージは、聖書通読の箇所から語ってい

る。ちょうど列王記からになるが、このような形にしなけ

れば一生のうちに一度もメッセージで語らない箇所もある

と思う。 

 それにしても聖書は、イエスがキリスト（救い主）であ

ることを証するために書かれている。だから、どんな聖書

箇所においても、その目的から読み解いていくと、神から

のメッセージを聴き取ることが出来る。 

 逆に、その目的からずれて読むと、神のメッセージを正

しく受け取ることが出来なくなる。聖書が難しいという一

つの理由に、それがあると思う。 

 料理のレシピを知りたいのに、旅行雑誌を読みながらｓ

調べているようなものだ。それではいくら読んでも分かん

らない。 

 もうすぐ受難節が近づいてきた。今年はイザヤ53章から

メッセージを語る予定だが、まさにこの箇所は、イエスが

キリストであることが分かって初めて分かる箇所の代表み

たいなものだ。 

 今日も主のメッセージに耳を傾けていここう。 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 1月 31 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

 

 

「主と共に歩む」 

                   「私たちは一つ」 

「救い主イエスと」 

「ハレルヤ神の聖所」（今月の賛美） 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

      Ⅱ列王記 18章 9節～12節  2kings 

Message
メッセージ

      「主の呼びかけ」      関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「恵み深き主」 

 

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、シャロンフラチームによる賛美があります。 

 教会への献金は、会堂にある献金箱に入れるか、オンライン

献金をご利用いただくか、チェックを教会に郵送してくださ

い。2207 Oahu Ave.   Honolulu,  HI  96822 

 野村二枝さんが、1 月 24 日未明、主の御許に召されました。

92 歳でした。徹夫さんの上に、ご家族の上に、主の慰めを

お祈りいたします。 

  礼拝メッセージの同時通訳があります。  

Translat ion System : (605) 562-0400 & Enter 5056437#  

  （通話料が課金されます）  

  教会の E メールアドレスが変わります。  

新アドレス  office@honoluluchristian.church   

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週水曜日、ZOOM 聖書クラス ７PM 

 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 

 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。 

 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                                                                  Jan 31. 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 「主の呼びかけ」 Ⅱ列王記 18章 9節～12節 関真士牧師 

                                  

               次週のメッセージ「希望の光」Ⅱ列王記 25章 27節～30 節  関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 私たちが、神から離れ、逆らい、背を向けていくとき、神の痛み、悲しみ、怒りを感じることが出来るで

しょうか。それによって、それでもなお愛することを止めない神の愛が、より深く理解できるでしょう

か。 

 

 

 

 

 

② 立ち返るべき正しい方向とは、つまり真の神とは、私たちの罪を指摘し、間違いを指摘する神です。時に

は愛のムチくださるお方です。同時に癒し、包んでくださるお方です。私たちは、正しい方向を向いてい

るでしょうか。 

 

 

 

 

 

③ もっと神を知りたい、これは聖なる飢え渇きです。知れば知るほど、もっと知りたくなる、それが神で

す。あなたに聖なる飢え渇きはありますか？ 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 150 篇 1，2 節     Psalm 150:1,2 

ハレルヤ。 神の聖所で 神をほめたたえよ。 御力の大空で 神をほめたたえよ。その大能のみわ

ざのゆえに 神をほめたたえよ。 その比類なき偉大さにふさわしく 神をほめたたえよ。 

Praise the LORD! Praise God in his sanctuary; praise him in his mighty heavens! Praise him for 

his mighty deeds; praise him according to his excellent greatness! 



Ⅱ列王記 18章 9節～12節 

ヒゼキヤ王の第四年、イスラエルの王エラの子ホセアの第七年に、アッシリアの王シャルマネセルがサマリア

に攻め上って来て、これを包囲し、三年後にこれを攻め取った。すなわち、ヒゼキヤの第六年、イスラエルの

王ホセアの第九年に、サマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、

彼らをハラフと、ゴザンの川ハボルのほとり、またメディアの町々に定住させた。これは、彼らが彼らの神、

主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わ

なかったからである。 

2kings 18:9-12 

 In the fourth year of King Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea son of Elah, king of 

Israel, Shalmaneser king of Assyria came up against Samaria and besieged it, and at the end of 

three years he took it. In the sixth year of Hezekiah, which was the ninth year of Hoshea king of 

Israel, Samaria was taken.The king of Assyria carried the Israelites away to Assyria and put them 

in Halah, and on the Habor, the river of Gozan, and in the cities of the Medes, because they did not 

obey the voice of the LORD their God but transgressed his covenant, even all that Moses the servant 

of the LORD commanded. They neither listened nor obeyed.  

 

ホセア書 1章 2節 

主はホセアに言われた。行って、姦淫の女と姦淫の子らを引き取れ。この国は主に背を向け、淫行にふけって

いるからだ。 

Hosea 1:2 

 When the LORD first spoke through Hosea, the LORD said to Hosea, “Go, take to yourself a 

wife of whoredom and have children of whoredom, for the land commits great whoredom by fo

rsaking the LORD.” 

ホセア書 3章 1節 

主は、私に言われた。「再び行って。夫に愛されていながら姦通している女を愛しなさい。ちょうど、他の神々

の方を向いて干しぶどうの菓子を愛しているイエスラエルの子らを、主が愛しているように。」 

Hosea 3:1 

And the LORD said to me,“Go again, love a woman who is loved by another man and is an ad

ulteress, even as the LORD loves the children of Israel, though they turn to other gods and lo

ve cakes of raisins.” 

ホセア書 6章 1節～3節 

さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また、癒やし、私たちを打ったが、包んでくださるから

だ。主は二日の後に私たちを生き返らせ、三日目に立ち上がらせてくださる。私たちは御前に生きる。私たち

は知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来

られる。地を潤す、後の雨のように。 

Hosea 6:1-3 

Come, let us return to the LORD; for he has torn us, that he may heal us; he has struck us down, 

and he will bind us up. After two days he will revive us; on the third day he will raise us up, that 

we may live before him. Let us know; let us press on to know the LORD; his going out is sure as the 

dawn; he will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. 


