
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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 今日で聖書通読箇所からのメッセージが終わり、来週か

らは、受難節のメッセージに入ります。 

 受難節は、2月17日（水）から始まります。毎年、復活

祭から日曜日を除いた40日前から始まります。 

 初日は水曜日と決まっていて、「灰の水曜日」と呼ば

れ、「灰」とは悔い改めを現わします。 

 最後の週は、受難週（パッションウィーク）と呼ばれ、

金曜日が主が十字架にかかったことを覚える聖金曜日礼拝

（グッドフライデー）、そして三日後の日曜日が、主が蘇

ったことが覚えての復活祭となります。 

 毎年日にちが違うのは、復活祭が、春分の日（3月21

日）を過ぎた最初の満月の次の日曜日」と決められている

からです。 

 この期間は、教会の一年間の営みの中でも、特に大切に

されています。主の十字架を覚えて過ごします。 

＊イースターとは、春の女神のEsteraが由来となっている

ので、復活祭と日本語で呼ぶようにしています。 

                    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 2月 7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

 

 

「主の真実は」 

                   「私たちは一つ」 

「主の御言葉を待ち望む」 

「あなたがすべて」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

      Ⅱ列王記 25章 27節～30節  2kings 

Message
メッセージ

      「希望の光」      関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「いのちの光」 

 

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、聖餐式があります。主の十字架を想い、

備えましょう。 

 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 

 今週の心に光を放送の担当は、関牧師です。AM1210 2：

45PM ～ 月曜日から金曜日 

 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                                                                  Feb 7. 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 「希望の光」Ⅱ列王記 25章 27節～30節 関真士牧師 

                                  

              次週のメッセージ「十字架への備え」1コリント 1章 18節～25節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① このエレミヤのことばを聴いて、ユダヤ人の中にも、希望のことばとして響く人と、まったく響かない人

がいました。その違いは、どこからくるのでしょうか。自分は、希望のことばが響く者でしょうか。 

 

 

 

 

 

② 真の捕囚とは、神に対する「罪」に囚われていることです。しかし神は、その罪に囚われている者を永遠

に変わらない愛をもって愛するです。この永遠に変わらない愛について、感じたこを分かち合ってみまし

ょう。 

 

 

 

 

 

③ 自分の内側にある心の部屋に、神の愛が届いていない、鍵を締め切った部屋がありますか。すべての心の

部屋に神の愛が満ちていますか。扉は開かれていますか。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 24 篇 9～10 節     Psalm 24:9-10 

門よ おまえたちの頭を上げよ。 永遠の戸よ 上がれ。 栄光の王が入って来られる。 

栄光の王 それはだれか。 万軍の主 この方こそ栄光の王。  

Lift up your heads, O gates! And lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come 

in. Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory! 



Ⅱ列王記 25：27－30 

ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて三十七年目の第十二の月の二十七日、バビロンの王エビル・メロダク

は、王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から呼び戻し、優しいことばをかけ、バビロンで彼

とともにいた王たちの位よりも、彼の位を高くした。彼は囚人の服を脱ぎ、その一生の間、いつも王の前で食

事をした。彼の生活費はその日々の分を、一生の間、いつも王から支給されていた。 

Ⅱkings 25:27-30 

 And in the thirty-seventh year of the exile of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on 

the twenty-seventh day of the month, Evil-merodach king of Babylon, in the year that he began 

to reign, graciously freed Jehoiachin king of Judah from prison. And he spoke kindly to him and 

gave him a seat above the seats of the kings who were with him in Babylon. So Jehoiachin put off 

his prison garments. And every day of his life he dined regularly at the king's table, for his 

allowance, a regular allowance was given him by the king, according to his daily needs, as long 

as he lived. 

 

エレミヤ書 31章 3〜6節 

主は遠くから私に現れた。「永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した。それゆえ、わたしはあなたに真実の

愛を尽くし続けた。おとめイスラエルよ。再びわたしはあなたを建て直し、あなたは建て直される。再びあな

たはタンバリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に入る。再びあなたはサマリアの山々にぶどう畑を作り、植

える者たちは植え、その初物を味わう。エフライムの山で、見張る者たちが『さあ、シオンに、私たちの神、

主のもとに行こう』と呼びかける日が来るからだ。」 

 

Jeremiah 31:1-6 

 the LORD appeared to him[a] from far away. I have loved you with an everlasting love; therefore I 

have continued my faithfulness to you. Again I will build you, and you shall be built, O virgin 

Israel! Again you shall adorn yourself with tambourines and shall go forth in the dance of the 

merrymakers. Again you shall plant vineyards on the mountains of Samaria; the planters shall 

plant and shall enjoy the fruit. For there shall be a day when watchmen will call in the hill country 

of Ephraim: Arise, and let us go up to Zion, to the LORD our God.’” 

 

エレミヤ書 31章 16〜17節 

主はこう言われる。「あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。──主

のことば──彼らは敵の地から帰って来る。あなたの将来には望みがある。──主のことば──あなたの子ら

は自分の土地に帰って来る。 

 

Jeremiah 31:16-17 

Thus says the LORD: “Keep your voice from weeping, and your eyes from tears, for there is a reward 

for your work, declares the LORD, and they shall come back from the land of the enemy. There is 

hope for your future, declares the LORD, and your children shall come back to their own country. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah%2031&version=esv#fen-ESV-19695a

