
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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 第81回目となる教団の夏期修養会も無事に終了しまし

た。昨年は、戦時中以外では、初めての中止となり、今年

はオンライン開催となりました。 

 その中でも、オンラインならではの合同礼拝が持てたり

と、新しい恵みもありました。来年は、サンタバーバラへ

行きたいと願います。 

 今年も年度聖句の募集をしています。それまで牧師が決

めていた年度聖句を、10年くらい前から、教会員から募る

ようになりました。それは、教会への御心は、牧師だけで

はなく、メンバー一人一人に示されるものだということ。

さらに、教会は＊＊先生の教会ではなく、キリストの教会

であることを意識するためでした。 

 毎年、集められた御言葉を見るのが楽しみです。そこに

主の御心が浮彫になるからです。主は、私たちホノルル教

会に、どのような御心を持っておられるのでしょうか。今

年も、御言葉を待ち望みたいと思います。     

                   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 7月 11 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

 

 

「求めて」 

                   「私たちは一つ」 

「私の望みは」 

「主の前にひざまずき」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

特別賛美  シャロンフラチーム 

 

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

     マタイ福音書 14章 22節～27節 

Message
メッセージ

    「Take heart わたしだ、恐れるな」 関真士牧師 

聖餐式 

Worship Song
賛  美

    「主は良いお方」 

 

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。 

 本日の礼拝では、聖餐式があります。また特別賛美は、シ

ャロンフラチームです。 

 次週 11日からの礼拝は、開始時間が 8：45AMとなります。 

 7月 11日（土）１０AM 賛美集会  礼拝堂にて 

 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 

 

 公示 教会年度総会開催 7 月 25日（日）１PM 

  

 ★11日から、礼拝時間が変更になります。 

朝 8：45～になります。 

 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。 

 高木牧人牧師の按手礼式が持たれます。8月 22日（日）１

PM ～ ホノルル教会礼拝堂 

 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                                                                July 11 . 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  「Take heart わたしだ、恐れるな 」 関真士 

           マタイ福音書 14 章 22節～27節 

                                                                   

          次週のメッセージ 「Take heart 大丈夫だ」マタイ 9章 20節～22節 関真士牧師           

 

●分かち合いのポイント 

 

① 今のあなたにとって「わたしだ」と言われるイエスとは、どのようなお方ですか。 

 

 

 

 

② イエスは「安心しなさい」「恐れるな」と言われます。今のあなたにとって、このイエスのことばはどの

ように響きますか。 

 

 

 

 

③ 人生の向かい風を揚力に変える力とは、「わたしだ」と言われるイエスを信じ、信頼することです。あな

たの信仰の翼は、どのくらい強いですか？ 向かい風を受け止めるだけの強さは、どこから来るのでし

ょうか。 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 

詩篇 29篇 1，2節 

力ある者の子らよ。主に帰せよ。栄光と力とを、主に帰せよ。御名の栄光を主に帰せよ。聖なる装

いをして、主にひれ伏せ。 

Psalm 29:1，2 

ASCRIBE TO THE LORD, O HEAVENLY EINGS,ASCRIBE TO THE LORD GLORY AND 

STRENGTH. ASCRIBE TO THE LORD THE GLORY DUE HIS NAME; 

WORSHIPTHE LORD IN THE SPLENDOR OF HOLINESS. 



マタイ福音書 14章 22節～27節 

22それからすぐに、イエスは弟子たちを舟に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆

を解散させられた。23群衆を解散させてから、イエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人

でそこにおられた。24舟はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされてい

た。25夜明けが近づいたころ、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。26イエスが湖の上を歩

いておられるのを見た弟子たちは「あれは幽霊だ」と言っておびえ、恐ろしさのあまり叫んだ。27イエスはす

ぐに彼らに話しかけ、「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない」と言われた。 

 

Matthew 14:22-27 

22 Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while 

he dismissed the crowds. 23 And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain 

by himself to pray. When evening came, he was there alone, 24 but the boat by this time was a long 

way[b] from the land,[c] beaten by the waves, for the wind was against them. 25 And in the fourth 

watch of the night[d] he came to them, walking on the sea. 26 But when the disciples saw him 

walking on the sea, they were terrified, and said, “It is a ghost!” and they cried out in fear. 27 But 

immediately Jesus spoke to them, saying, “Take heart; it is I. Do not be afraid.” 
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