
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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 いよいよ今週の水曜日から受難節（レント）が始まりま

す。「灰の水曜日」と呼ばれますが、「灰」とは、悔い改め

を意味しています。 

 このように暦が、聖書に導かれることはとても良いこと

だと思います。一週間が7日間であること、週一日は休日

があることも、聖書からもたらされた暦のサイクルです。  

 そして毎年3月、4月になると、受難節、復活祭がありま

す。 

 ただ、それがただの慣習に終わってしまうなら、意味が

なくなってしまいます。受難節がまず「灰、悔い改め」か

ら始まるならば、私たちは真に悔い改めの時を持ちたいと

思います。 

 私たちの信仰の焦点は、十字架を向いているでしょう

か。方向は合っているでしょうか。 

 そのことを確認して、私たちは、同じ方向を向いて受難

節の時を過ごしてまいりましょう。今年は、どんな新しい

発見、新しい恵みがあるでしょうか。期待していきましょ

う。                   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 2月 21 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

 

 

「主イエス神の愛」 

                   「私たちは一つ」 

「求めて」 

「静まって知れ」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

      イザヤ書 53 章 1 節～ 3 節  Izaiah 

1Corinthians 

Message
メッセージ

        「誰が信じるのか」      関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「丘に立てる荒削りの」 

 

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。 

 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 

 今後の礼拝では、第二週にシャロンフラチーム、第三週に

宣教支援献金を行うようになります。 

 南三陸被災地支援は丸 10 年間の支援を終了いたします。

また森宗孝宣教師も、天草の宣教活動を終了されるために、

支援を終了いたします。 

 関牧師は、2 月 24 日～3 月 25 日までサバティカル休暇を

取得します。3 月 2 日～23 日までは日本に滞在する予定で

す。 

 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                                                                  Feb 21. 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 「誰が信じるのか？」イザヤ 53章 1節～3節  関真士牧師 

                                  

               次週のメッセージ  イザヤ 53章 4節～6節 高木牧人牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 私たちは、なぜ、「十字架につけられたキリスト」を、私の救い主として信じることが出来たのでしょう

か。「誰か信じるのか？」と言われているのに、どうして信じることが出来たのでしょうか。 

 

 

 

② イエスは、悲しみの人です。愛されないことの悲しみを知っているのです。イエスは、私たちの悲しみを

その身に負ってくださいました。あなたの悲しみの涙は、喜びの涙に変わりましたか。 

 

 

 

 

 

③ 大胆に恵みの御座、十字架のもとに行きましょう。この受難節は、どんな恵みが頂けるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 105 篇 1～3 節     Psalm 105:1-3 

主に感謝し御名を呼び求めよ。そのみわざを諸国の民の間に知らせよ。主に歌え。主にほめ歌を歌

え。そのすべての奇しいみわざを語れ。主の聖なる御名を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心よ

喜べ。 

Oh give thanks to the LORD; call upon his name; make known his deeds among the peoples! Sing 

to him, sing praises to him; tell of all his wondrous works! Glory in his holy name; let the hearts 

of those who seek the LORD rejoice!  



イザヤ 53章 1節～3節 

私たちが聞いたことを、だれが信じたか。主の御腕はだれに現れたか。彼は主の前に、ひこばえのように生え

出た。砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。 

彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で、病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも

彼を尊ばなかった。 

 

Isaiah 53:1-3 

Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the LORD been 

revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground; he had 

no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was 

despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief; and as one from whom 

men hide their faces he was despised, and we esteemed him not. 

 

 

 

ヘブル人への手紙 4 章 15〜16 節 

私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点に

おいて、私たちと同じように試みにあわれたのです。ですから私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただ

いて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 

 

Hebrew 4:15,16 

For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who 

in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw 

near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. 

 


