
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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 次週の礼拝では、今井康子さんが証しをしてくださいま

す。証しとは、キリスト教会独特の用語だと思います。 

 イエスは、昇天に際して弟子たちに、都に留まって聖霊

を待ち望むように伝えます。そして聖霊に満たされる時に

「キリストの証人」になると約束をしてくださいました。 

 証しとは、キリストが神の御子であり、救い主であり、

今も生きておられることを証言することなのです。 

 証言とは、その出来事の体験者、目撃者だけが出来るこ

とです。自分の人生に、主がどのように働いてくださった

のかを、証言することが証しすることで、主が今も生きて

おられることを、一人でも多くの人が知ることが願いで

す。 

 体験に勝るものはありません。神学とは、恵みの追体験

と言われます。私たちは、機会を用いて、大胆に主の証し

をしていきたいと思います。 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 5月 2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

 

 

「おお御神をほめまつれ」 

                   「私たちは一つ」 

「御腕に抱いて」 

「イエスは愛で満たす」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

      エペソ書 5章 3節～6節   Ephesians 

Message
メッセージ

     「真の自分を生きる③ 聖徒としての自分」 

                      関真士牧師 

聖餐式 

 

Worship Song
賛  美

    「感謝と喜びを」 

 

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。 

 本日の礼拝では、関勇矢＆愛美夫妻の派遣式があります。 

 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 

 次週の礼拝では、今井康子さんが証詞をしてくださいます。 

 16 日の礼拝は、「心に光を」講壇交換です。ＨＣＣには、

藤浪義孝牧師（マキキ聖城教会）来られます。 

 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 

 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                                                                  May 2. 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③ 聖徒としての自分」エペソ 5章 3～6節  

                                 関真士牧師 

                                  

                次週の証詞 今井康子さん 

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなたは、聖徒ですか。聖徒の意味は？ あなたは、自分は聖徒だと言えるでしょうか。 

 

 

 

 

② あなたは、何に帰属していますか？ あなたの考え方、生き方に、最も影響を与えている、あなたの帰属

先は、何でしょうか。 

 

 

 

 

 

③ 聖徒にもっともふさわしい事は「感謝を口にすること」です。なぜ、それが聖徒にふさわしことなのでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 

 

詩篇 119 篇 170〜171節 

私の切なる願いが、御前に届きますように。あなたのみことばの通りに、私を救い出してください。

私の唇に讃美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に、あなたのおきてを教えてくださる

からです。 

Psalm 119:170-171 

Let my plea come before you;deliver me according to your word. My lips will pour forth praise

,for you teach me your statutes. 

  



エペソ人への手紙 5 章 3〜6節 

3あなたがたの間では、聖徒にふさわしく、淫らな行いも、どんな汚れも、また貪りも、口にすることさえして

はいけません。 

4また、わいせつなことや、愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらは、ふさわしくありません。む

しろ、口にすべきは感謝のことばです。 

5 このことをよく知っておきなさい。淫らな者、汚れた者、貪る者は偶像礼拝者であって、こういう者はだれ

も、キリストと神との御国を受け継ぐことができません。 

6 だれにも空しいことばでだまされてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは不従順の子らに下る

のです。 

 

Ephesians 5：3～6 

But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is 

proper among saints. Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of 

place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is 

sexually immoral or impure, or who is covetous (that is, an idolater), has no inheritance in the 

kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things 

the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 

 

 

1コリント 1章 2節 

コリントにある神の教会へ。すなわち、いたるところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているす

べての人とともに、キリスト・イエスにあって聖なる者とされ、聖徒として召された方々へ。主はそのすべて

の人の主であり、私たちの主です。 

 

1Corinthians 1:2 

 To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints 

together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their 

Lord and ours. 

 

 

1コリント 6章 19，20節 

あなたがたは知らないのですか。あなたがたのからだは、あなたがたのうちにおられる、神から受けた聖霊の

宮であり、あなたがたはもはや自分自身のものではありません。 

あなたがたは、代価を払って買い取られたのです。ですから、自分のからだをもって神の栄光を現しなさい。 

 

1Corinthians 6:19,20 

Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from 

God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. 

 

 


