
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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 ワクチンの普及に伴い、会堂礼拝への参加者が増えてき

ました。実際に、お顔を合わせるのは嬉しいことですが、

感染が拡がらないようにと願います。 

 また、様々な事情でワクチンを打てない、あるいは打た

ない方、打ったとしても来れない方もおられます。そのよ

うな方々も、引き続きオンライン礼拝で恵みが得られます

ようにと願います。 

 先日、教会のウェブページの閲覧状況のレポートを見ま

したが、なんと世界中からアクセスがあります。日本と米

本土はもちろんですが、アラスカ、ロシア、ヨーロッパ各

地、タイ、マレーシア、アルゼンチン、オーストラリアな

どなど、驚きました。 

 礼拝の動画配信も、YouTube登録者数が800人を超え、そ

の多さに驚いています。 

 主の恵みが拡がるのは、良いことです。素晴らしい主の

御名を賛美します。         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 6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」 

「神の国と神の義を」 

「イエスに栄光あれ」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

      エペソ 5章 15節～17節 

Message
メッセージ

     「真の自分を生きる⑤ 知恵者として」 

                       関真士牧師 

聖餐式 

 

Worship Song
賛  美

    「声」 

 

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。 

 本日 6月 6日 12：30PM 牧会コミティがあります。 

 次週 13日（日）12：30PM 執事会があります。 

 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 

 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                                                                  June 6. 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⑤ 知恵者としての自分」 関真士 

           エペソ 5章 15節～17節 

                                                                   

             次週のメッセージ 高木牧人牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 「不完全な人として何かを間違うなら、善悪の判断ではなく愛する方向で間違いたいと思います。」 

という言葉について、どう思いますか？ 

 

 

 

 

 

② 「御心を教えてくださいと祈るよりは、御心の分かる人格へと成長させてください。」という言葉につ

いて、どう思いますか？ 

 

 

 

 

 

③ マタイ8書に描かれているイエスの心について、感じたこと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 5 章 15〜17 節 

15ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなたがたは細かく注意を払いなさい。16 知恵のない者としてでは

なく、知恵のある者として、 

機会を十分に活かしなさい。悪い時代だからです。17 ですから、愚かにならないで、主のみこころが何であるかを

悟りなさい。 

 

Ephesians 5：15～17 

15 Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, 16 making the best use of the time, because the days 

are evil. 17 Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. 

 

 

 

マタイの福音書 8章 1〜3節 

イエスが山から下りて来られると、大勢の群衆がイエスに従った。 

すると見よ。ツァラアトに冒された人がみもとに来て、イエスに向かってひれ伏し、「主よ、お心一つで私をき

よくすることがおできになります」と言った。 

イエスは手を伸ばして彼にさわり、「わたしの心だ。きよくなれ」と言われた。すると、すぐに彼のツァラアト

はきよめられた。 

 

Matthew 8：1－3 

When he came down from the mountain, great crowds followed him. 2 And behold, a leper[a] came 

to him and knelt before him, saying, “Lord, if you will, you can make me clean.” 3 And 

Jesus[b] stretched out his hand and touched him, saying, “I will; be clean.” And immediately his 

leprosy was cleansed. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+8%3A1-3&version=ESV#fen-ESV-23348a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+8%3A1-3&version=ESV#fen-ESV-23349b

