
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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 10月31日は、宗教改革記念日です。1517年のドイツにお

けるこの日に、マルティン・ルターがヴィッテンベルグ城

教会の扉に「95か条の論題」を張り出したのです。。 

 当時のキリスト教は、堕落の極みにありました。聖書は

すべてラテン語で書かれていて、一部の祭司しか読むこと

ができませんでした。一般民衆は、一生の内に一度も聖書

を読まないままでいることもありました。 

 ですから、祭司、指導者たちがどれだけ聖書から外れた

ことを行っても、誰もそれに対して物申すことができませ

んでした。 

 その中で、マルティン・ルターは、聖書のみ、信仰の

み、恵みのみ、という本来の聖書の教えに立ち返ることを

求めたのです。今では当たり前のことですが、当時の状況

においては、まさに命がけの改革だったのです。正確に

は、改革というより、回復です。 

 私たちは、このプロテスタントの流れの中にあります。

聖書そのものに信仰の根拠を置くことが、この流れの特徴

でもあります。             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 17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

 

    「わが神わが主よ」 

  「私たちは一つ」 

  「善き力に」 

  「主は良いお方」 

  （讃美画） 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

宣教支援献金     

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 46篇 

 

Message
メッセージ

    「神のスペースを設ける」    関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

   「Still静まって知れ」 

 

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。ニュースが届かない場合

は、ウェブページからご覧ください。パスワードは、HCC2021。 

 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。7:55AM ハワイアン航空 

 次週 24日の礼拝のメッセージは高木牧人牧師です。 

 10 月 24 日（日）6AM 洗礼式。アラモアナビーチ６ＡＭ。

ヴァンディヴェンダー愛さん、結さん。礼拝中、滴礼、幸

地佐代さん、田中恵子が受洗の予定です。 

 24日礼拝後 マウカハウスの前庭で、牧人先生＆千恵夫人

を囲んで、歓談の時を持ちます。 

 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。 

 OMS 北米ホーリネス教団の創立「100 周年記念誌」、記念 T

シャツが販売されています。購入希望の方は、教会までご

連絡ください。一冊＄25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 17 . 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  「神のスペースを設ける」 詩篇 46 篇１節～11節 関真士師               

                                                                   

        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 神は、とても近くにおれる、真ん中におられる、地下水脈のようにおられる。この神が共におられる。

だから、私たちは「恐れない」と言えます。あなたは「恐れない」と言えますか。 

 

 

 

 

 

② 自分自身の内に、戦いの元があったことが分かりますか。その自分が愛の器に変えられたことを感謝し、

「来て、見よ、主の御業を」と、自分自身を証人とすることについて、どう思いますか。 

 

 

 

 

③ 「恐れない」という恵みを受け取るためには、神の御前に、手放し、降伏し、静まることが必要です。

この事について、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

●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 46篇 1〜11節 

1神はわれらの避け所また力。苦しむときそこにある強き助け。2それゆえわれらは恐れない。たとえ地が変わ

り山々が揺れ海のただ中に移るとも。 

3たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても。4川がある。その豊かな流れは

神の都を喜ばせる。いと高き方のおられるその聖なる所を。5神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。

神は朝明けまでにこれを助けられる。6 国々は立ち騒ぎ諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶

ける。7万軍の主はわれらとともにおられる。ヤコブの神はわれらの砦である。8来て見よ。主のみわざを。主

は地で恐るべきことをなされた。9 主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り槍を断ち切り戦車を

火で焼かれる。10「やめよ。知れ。わたしこそ神。わたしは国々の間であがめられ地の上であがめられる。」11

万軍の主はわれらとともにおられる。ヤコブの神はわれらの砦である。 

 

Psalm46：1－11 

God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear though the 

earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and 

foam, though the mountains tremble at its swelling. Selah There is a river whose streams make glad 

the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her; she shall not be moved; 

God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter; he utters his voice, the 

earth melts. The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah Come, behold the 

works of the LORD, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of 

the earth; he breaks the bow and shatters the spear; he burns the chariots with fire. “Be still, and know 

that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!” The LORD of hosts is 

with us; the God of Jacob is our fortress. Selah 

 


