
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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          関真士牧師 sekishinji89@gmail.com 

       Homepage： https://honoluluchristian.church  

  

 高木牧人牧師＆千恵夫人は、無事にLAの地に旅立ちしま

した。 

 二人にとっても、LA教会にとっても、そしてホノルル教

会にとっても新しいシーズンの始まりです。 

 出会いの喜び、別れの寂しさ、それが人生です。 

 最近想うことは、5年経ってから分かることがある、10

年、20年経ってから分かることもあるということです。後

の日になって「ああ、このためだったのか」と、主を賛美

することがあります。 

 今は、期待で胸が一杯です。これから主は、ホノルル教

会にどんな素晴らしいことをしてくださるのか。誰も見た

こともない、聞いたこともない、心に浮かんだこともな

い、主の御業がなされるのです。 

 私たちは、いつものように変わることなく、主を礼拝

し、主にある交わりを保ち、宣教の業に励んでいきましょ

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 10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

 

    「シャインジーザスシャイン」 

  「私たちは一つ」 

  「私を守る方」 

  「主イエス神の愛」 

   

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 60篇 

 

Message
メッセージ

    「旗を高く掲げよ」    関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

   「シャウト喜び叫べ」 

 

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。 

 次週の礼拝では、聖餐式があります。オンラインで礼拝を

捧げる方は、パンとぶどう液をご用意ください。 

 次週の礼拝後 7 日 12：30PM～ HCC ファミリーミーティ

ングがあります。どなたでもご参加ください。 

 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、無事に LAに発ちました。 

 受洗、おめでとうございます！ヴァンディヴェンダー愛さ

ん、結さん、幸地佐代さん。 

 このたび、ミュージック・ミニストリーがスタートします。

バンド形式です。楽器、ヴォーカルの出来る方。これから

習いたい方も大歓迎です。担当：マーク今村。 

 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 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  「旗を掲げよ」 詩篇 60篇１節～12節 関真士師               

                                                                   

        次週のメッセージ   詩篇 67篇 関真士牧師          

 

●分かち合いのポイント 

 

① 人生には、足し算だけではなく、引き算もあります。 

 

 

 

 

 

 

② 愛されている子供だから、懲らしめられることがあります。天の父の懲らしめを「愛」だと感じること

ができますか。 

 

 

 

 

 

③ 「旗」とは、主イエスの十字架の救いです。私たちは、この旗の元に集められています。そして、この

旗を高く掲げるのです。あなたの「旗」のデザインを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

●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. 



 

詩篇 60篇 1〜12節 

1 神よあなたは私たちを拒み私たちを破られました。あなたは怒られました。どうか私たちを回復させてくだ

さい。 

2あなたは地を揺るがし引き裂かれました。その裂け目を癒やしてください。地が揺れ動いているからです。 

3あなたは御民を苦しい目にあわせよろめかす酒を私たちに飲ませられました。 

4あなたはあなたを恐れる者に旗を授けられました。弓から逃れた者をそこに集めるために。セラ 

5あなたの愛する者たちが助け出されるようあなたの右の手で救い私に答えてください。 

6神は聖所から告げられました。「わたしは喜んでシェケムを分けスコテの平原を測ろう。 

7ギルアデはわたしのもの。マナセもわたしのもの。エフライムはわたしの頭のかぶと。ユダはわたしの王笏。 

8 モアブはわたしの足を洗うたらい。エドムの上にわたしの履き物を投げつけよう。ペリシテよわたしのゆえ

に大声で叫べ。」 

9だれが私を防備の町に連れて行くのでしょうか。だれが私をエドムまで導くのでしょうか。 

10神よあなたご自身が私たちを拒まれるのですか。神よあなたはもはや私たちとともに出陣なさらないのです

か。 

11どうか敵から私たちを助けてください。人による救いはむなしいからです。 

12神にあって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけてくださいます。 

 

60 O God, you have rejected us, broken our defenses; you have been angry; oh, restore us. 
2 You have made the land to quake; you have torn it open; repair its breaches, for it totters. 
3 You have made your people see hard things; you have given us wine to drink that made us stagger. 
4 You have set up a banner for those who fear you, that they may flee to it from the bow.[b] Selah 
5 That your beloved ones may be delivered, give salvation by your right hand and answer us! 
6 God has spoken in his holiness: “With exultation I will divide up Shechem and portion out the Vale 

of Succoth. 
7 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim is my helmet; Judah is my scepter. 
8 Moab is my washbasin; upon Edom I cast my shoe; over Philistia I shout in triumph.”  
9 Who will bring me to the fortified city? Who will lead me to Edom? 
10 Have you not rejected us, O God? You do not go forth, O God, with our armies. 
11 Oh, grant us help against the foe, for vain is the salvation of man! 
12 With God we shall do valiantly; it is he who will tread down our foes. 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2060&version=ESV#fen-ESV-14812b

