
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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 コロナ・パンデミックを経験し、世の中は大きく変わり

ました。コロナ後の世界は、どうなっているのでしょう

か。人類は、これまでも疫病、自然災害、戦争など、多く

の危機を経験してきましたが、それを乗り越えてきまし

た。その危機を通して、医学、科学などがより発達したと

いう面もあります。 

 教会は、どうなのでしょうか。礼拝のオンライン配信が

「普通」の事となるでしょう。世界中の教会の礼拝や学び

にいつでも、どこでも参加できるようになりました。それ

だけ恵みを得るチャンスが増えたことですから、これは良

いことです。 

 一方で、「呼び集められた者たちの集まり」である教会

が、集まらなくなることで、教会の本質が問われることに

もなります。 

 さて、神の御心は？ これまでの神学の枠組みでは、収

まり切れない今の状況の中で、教会は、どのような形を取

っていくのか、楽しみでもあり、不安でもあります。関師 

 

 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 4月 18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」 

「真昼のように」 

「見よ目を高く上げて」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

宣教支援献金 

 

Scripture
聖 書 朗 読

      エペソ書 5章 1節～2節   Ephesians 

Message
メッセージ

     「神の子」       関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「傷跡」 

 

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。 

 本日の礼拝では、肥田仁司さんによる、讃美画の賛美があ

ります。作品は、希望者に頒布しています。 

 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 

 今週の「心に光を」放送は、関牧師の担当です。 

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週水曜日、ZOOM 聖書クラス ７PM 

 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                                                                  Apr 18. 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② 神の子供としての自分」エペソ 5章 1，2節  

                                 関真士牧師 

                                  

                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 今一度、自分がイエスを信じて神の子供とされたことを確認しましょう。その時に、天の父が持たれた

「覚悟」について分かち合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

② 私たちは、イエスの赦しと和解の食卓に招かれているのです。その招きに応えることができますか。 

 

 

 

 

 

③ イエスと自分の食卓に、もう一人の人を招くとしたら、誰を招きたいですか？ 仲の良い人もいいでしょ

う。しかし、赦し、和解、愛を必要としている誰かを招くことが出来ますか？それが愛されている子供に

ふさわしい生き方です。その事を、あなたはどう受け止めていきますか。 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 

 

詩篇 68篇 19〜20節 

ほむべきかな主。日々私たちの重荷を担われる方。この神こそ私たちの救い。神は私たちの救いの

神。死を免れるのは私の主神による。 

Psalm 68:19,20 

Blessed be the Lord, who daily bears us up; God is our salvation. Our God is a God of 

salvation, and to God, the Lord, belong deliverances from death. 



 

エペソ人への手紙 5 章 1〜2節 

ですから、愛されている子どもらしく、神に倣う者となりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。キリストも

私たちを愛して、私たちのために、ご自分を神へのささげ物、またいけにえとし、芳ばしい香りを献げてくだ

さいました。 

Ephesians 5：1、2 

Therefore be imitators of God, as beloved children.  And walk in love, as Christ loved us and gave 

himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. 

 

 

ヨハネ福音書 1章 12節 

しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになっ

た。 

John 1:12 

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of 

God, 

 

 

ガラテヤ書 3章 26節 

あなたがたはみな、信仰により、キリスト・イエスにあって神の子です。 

Galathians 3:26 

 for in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. 

 

 

ローマ書 8章 15節 

あなたがたは、人を再び恐怖に陥れる、奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御

霊によって、私たちは「アバ、父」と呼びます。 

 

Romans 8:15 

 For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit 

of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!” 

 

エペソ書 4章 32節 

互いに親切にし、優しい心で赦し合いなさい。神も、キリストにおいてあなたがたを赦してくださったのです。 

 

Ephesians 4:32 

Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. 

 

 

 


