
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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 サバティカル休暇を終えて、明日27日より復帰いたしま

す。 

 留守の間、教会を守ってくださった皆様、そして教会の

主に感謝をいたします。 

 今回は、コロナのために、島外に出かけることはしませ

んでした。サーフィンをして、本を読んで、まったりと過

ごしました。 

 いよいよ、10月末に高木牧師と千恵夫人がLAに旅立ちし

ます。お二人の将来とLA教会のことを考えれば、これは素

晴らしい主のご計画であると確信することができます。 

 一方、ホノルル教会にとっては、大切な働き人が二人い

なくなることであり、また私個人にとっても、高木牧師が

担っていてくれた仕事があるわけですから、負担が増しま

す。 

 しかし、これまでもそうでしたが、主は必要な働き人を

送ってくださるお方です。主は、すべてのことにおいて最

善を成してくださいます。主に期待しましょう。関牧師 

 

 

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 3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

 

    「イエスに栄光あれ」 

  「私たちは一つ」 

  「神の国と神の義を」 

  「聖い宮として」 

 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 32篇 1節～11 節 

 

Message
メッセージ

    「幸せって、なんだろう」 関真士牧師 

 

聖餐式 

 

Worship Song
賛  美

   「罪咎を赦され」 聖 232 

 

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。 

 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ます。29 日（金）に LA に発

つ予定です。 

 10 月 24 日（日）６AM 洗礼式。ダンヴァンディヴェンダ

ー愛さん、結さんが受洗の予定です。 

 お二人のこれからの歩みのために、また LA教会のためにお

祈りましょう。 

 またホノルル教会にも、必要な働き人が与えられますよう

に、主に期待して祈っていきましょう。 

 10 月 9 日（土）は、OMS 北米ホーリネス教団の教団総会が

開催されます。 

 OMS北米ホーリネス教団の創立「100周年記念誌」が発刊さ

れています。購入希望の方は、教会までご連絡ください。

一冊＄29（税、送料込み）です。   

 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 3 . 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  「 幸せって 何だろう」 詩篇 32篇 1節～11節 関真士師               

                                                                   

        次週のメッセージ   詩篇 39篇 1節～13節 関真士牧師          

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなたは、自分の罪深さに嘆いたことがありますか。その嘆きは、賛美に変えられましたか？ 

 

 

 

 

② あなたが、罪を告白すると、救いの歓声という「盾」で囲まれるのです。あなたが、主に信頼すると、

恵みに囲まれるのです。 

今、あなた自身を取り囲んでいるのは、自己防衛というプライドの壁でしょうか。それとも救いの歓声、

恵みが、あなたを取り囲んでいるでしょうか。 

 

 

 

 

③ あなたは、自分の失敗を糧として、他者への助言者になれますか。他者を愛するとき、すべての失敗も

益に変えられるのです。 

 

 

 

 

 

 

●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 32 篇 1節～11節 

１幸いなことよ、その背きを赦され罪をおおわれた人は。2幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に

欺きがない人は。3私が黙っていたとき私の骨は疲れきり、私は一日中うめきました。4昼も夜も御手が私の上

に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。5 私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の

咎を隠しませんでした。私は言いました。「私の背きを主に告白しよう」と。するとあなたは、私の罪のとがめ

を赦してくださいました。6 それゆえ敬虔な人はみな祈ります。あなたに向かってあなたがおられるうちに。

大水は濁流となっても彼のところに届きません。7 あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救い

の歓声で私を囲んでくださいます。8 私は、あなたが行く道であなたを教えあなたを諭そう。あなたに目を留

め助言を与えよう。9 あなたがたは、分別のない馬やらばのようであってはならない。くつわや手綱そうした

馬具で強いるのでなければ、それらはあなたの近くには来ない。10悪しき者は心の痛みが多い。しかし主に信

頼する者は恵みがその人を囲んでいる。11正しい者たち主を喜び楽しめ。すべて心の直ぐな人たちよ喜びの声

をあげよ。 

 

 

Psalm 32:1-11 

Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the LORD 

counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. For when I kept silent, my bones wasted away through my 

groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me; my strength was dried up as by the heat of 

summer. Selah I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions 

to the LORD,” and you forgave the iniquity of my sin. Selah Therefore let everyone who is godly offer prayer to you at 

a time when you may be found; surely in the rush of great waters, they shall not reach him. You are a hiding place for 

me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah I will instruct you and teach 

you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule, without 

understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you. Many are the sorrows of the 

wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the LORD. Be glad in the LORD, and rejoice, O righteous, 

and shout for joy, all you upright in heart! 

 

 

 


