
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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 7月3日（土）、4日（日）は、北米ホーリネス教団の夏

期修養会です。今回で81回目となります。戦前から続くこ

の修養会は、昨年はコロナのために中止となり、今年はオ

ンラインでの開催となります。 

 戦時中以外で中止となったのは初めてかもしれません。

直接集まる修養会とオンライン集会を比べるのは、ナンセ

ンスでしょう。同じであるはずがありませんから。 

 むしろ、開催が出来ない状況の中で、オンラインを通し

て集会を持てることのプラス面を評価したいと思います。 

 オンラインになることで、サンタバーバラにまで行くこ

との出来ない人も、オンラインなら世界中から参加できる

というのは、大きなメリットです。 

 しかし、幸いにも今回の修養会はハワイからの配信とな

ります。私たちにとっては、集まることが出来るわけで

す。これはまた特別な恵みです。 

 この修養会に期待し、参加しましょう。 

                   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 6月 27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

 

 

「花も」 

                   「私たちは一つ」 

「楽しき祈りよ」聖 254番 

「祈りの家」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

     マタイ福音書 9章 1節～8節 

Message
メッセージ

    「真の自分を生きる⑦ 赦されている自分を生きる」 

                       関真士牧師 

Worship Song
賛  美

    「もう振り向かない」 

 

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、宣教支援献金があります。 

 北米ホーリネス教団 夏期修養会 

7月 3日（土）、4日（日） 講師：中野雄一郎師  

4日の礼拝は、朝 8時からになります。 

 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）  

１PM ～ 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                                                                June 27 . 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⑦ 赦されている自分を生きる」 関真士 

           マタイ福音書 9章 1節～8節 

                                                                   

           次週のメッセージ     中野雄一郎牧師 

                

 

●分かち合いのポイント 

 

① 「子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は赦された」このイエスのことばを、今自分は、どのように受

け止めているか、分かち合いましょう。 

 

 

 

 

 

② イエスの赦しのことばに対して、「でも」という言葉があなたの内にありますか？ もしあったら、そ

れをすべてイエスの御前に告白して、「でも」を取り去っていただきましょう。 

 

 

 

 

③ 「赦された者として生きる」それは、赦しを必要としている人を、チームワークを組んでイエスのもと

に運んでくるということです。あなたは、赦された者として生きていると思いますか？ 

 

 

●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. 

  



マタイ福音書 9章 1節～８節 

1イエスは舟に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。2すると見よ。人々が中風の人を床に寝かせたまま、みもと

に運んで来た。イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に「子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は赦された」と言わ

れた。3すると、律法学者たちが何人かそこにいて、心の中で「この人は神を冒瀆している」と言った。4イエスは

彼らの思いを知って言われた。「なぜ心の中で悪いことを考えているのか。5『あなたの罪は赦された』と言うのと、

『起きて歩け』と言うのと、どちらが易しいか。6しかし、人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを、あな

たがたが知るために──。」そう言って、それから中風の人に「起きて寝床を担ぎ、家に帰りなさい」と言われた 7

すると彼は起き上がり、家に帰った。8群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を

あがめた。 

 

Matthew 9:1-8 

1 And getting into a boat he crossed over and came to his own city. 2 And behold, some people brought to 

him a paralytic, lying on a bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, my 

son; your sins are forgiven." 3 And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is 

blaspheming." 4 But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? 5 For 

which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? 6 But that you may know that 

the Son of Man has authority on earth to forgive sins"--he then said to the paralytic--"Rise, pick up your 

bed and go home." 7 And he rose and went home. 8 When the crowds saw it, they were afraid, and they 

glorified God, who had given such authority to men. 

 

 

 

 


