
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：

 

  

 

  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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 ラジオ「心に光を」放送は、1981年にスタートしまし

た。今年で 41年目を迎える長寿番組です。 

 当時 KZOOアナウンサーで、ホノルル教会のメンバーだ

った北村みよ子さんのパッションに、中野先生、三橋先生

が加わり、放送が始まりました。 

 現在は、8名の牧師が週ごとに担当しています。この放

送を通して、主に導かれた方は大勢おられます。最近で

は、日本でも放送が聴けるようになり、福音がさらに拡が

っています。 

 この放送の運営はすべて有志の方々からの献金によって

支えられています。この講壇交換、クリスマス集会、支援

者大会などを通して、運営資金を募っています。 

 今回も、どうぞ皆さまからの支援をよろしくお願いいた

します。           

                    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 

 

←教会 HP 

オンライン献金→ 

mailto:sekishinji89@gmail.com


            2022 年 6 月 12 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

 

 

   「喜びほめ歌おう」 

  「私たちは一つ」 

  「飼い主我が主よ」 

  「御手の中で」 

                                     

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

  

特別賛美  シャロンフラチーム 

 

Scripture
聖 書 朗 読

  創世記 50章 15節～26節 

 

メッセージ   「良いことのための計らい Meant for Good」 

                     ジョン・バロウ牧師    

  

Worship Song
賛  美

   「主は、道を造られる」  

 

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。 

 本日の礼拝は、「心に光を講壇交換」です。メッセージは

ジョン・バロウ牧師（カリヒ教会）です。 

 心に光放送を通して福音が宣べ伝えられています。ご支援

をお願いします。チェックの宛先は「AHJCC」 メモ欄に「心

に光を」と明記ください。 

 関牧師は、カリヒ教会。マークさんはワイキキ集会で奉仕

します。 

 礼拝では、シャロンフラチームによる賛美があります。 

 本日 12：30PM 執事会が持たれます。 

 公示 

2022 年 ホノルル教会日本語部 年度教会総会開催 

日時：6月 19日（日）1：30PM 会場：礼拝堂 

 年度総会に向けての大切なお知らせがあります。ウィーク

リーニュース及びウェブ上に掲載されますので、お読みく

ださい。コンピューターを使用しない方には郵送をいたし

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。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。 



分かち合いのテーマ                                                                 June 12. 2022 

 

●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  

            心に光を講壇交換「良いことのための計らい Meant for Good」 

                     創世記 50章 15節～26節    ジョン・バロウ牧師      

             

            次週のメッセージ 「聖霊降臨２」  使徒の働き 2章 1節～4節  関真士牧師    

           

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

 メッセージを通して、 

  

       考えたこと、感じたこと、など、分かち合いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●賛美の御言葉 詩篇 68 篇 19，29 節 Psalm  

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。 

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. 
創世記 50章 15〜26節 

ヨセフの兄弟たちは、自分たちの父が死んだのを見たとき、「ヨセフはわれわれを恨んで、われわれが彼に犯し

たすべての悪に対して、仕返しをするかもしれない」と言った。そこで、彼らはヨセフに言い送った。「あなた

の父は死ぬ前に命じられました。『ヨセフにこう言いなさい。おまえの兄弟たちは、実に、おまえに悪いことを

したが、兄弟たちの背きと罪を赦してやりなさい、と。』今、どうか、父の神のしもべたちの背きを赦してくだ

さい。」ヨセフは彼らのこのことばを聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏して言った。「ご覧

ください。私たちはあなたの奴隷です。」ヨセフは言った。「恐れることはありません。どうして、私が神の代

わりになることができるでしょうか。あなたがたは私に悪を謀りましたが、神はそれを、良いことのための計

らいとしてくださいました。それは今日のように、多くの人が生かされるためだったのです。ですから、もう

恐れることはありません。私は、あなたがたも、あなたがたの子どもたちも養いましょう。」このように、ヨセ

フは彼らを安心させ、優しく語りかけた。ヨセフとその一族はエジプトに住み、ヨセフは百十歳まで生きた。

ヨセフはエフライムの子孫を三代まで見た。マナセの子マキルの子どもたちも生まれて、ヨセフの膝に抱かれ

た。ヨセフは兄弟たちに言った。「私は間もなく死にます。しかし、神は必ずあなたがたを顧みて、あなたがた

をこの地から、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ上らせてくださいます。」ヨセフはイスラエルの子

らに誓わせて、「神は必ずあなたがたを顧みてくださいます。そのとき、あなたがたは私の遺骸をここから携え

上ってください」と言った。ヨセフは百十歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。 

 

Genesis 50:15-26 
15 When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, “It may be that Joseph will hate us and pay us 
back for all the evil that we did to him.” 16 So they sent a message to Joseph, saying, “Your father gave this command 
before he died: 17 ‘Say to Joseph, “Please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did 
evil to you.”’ And now, please forgive the transgression of the servants of the God of your father.” Joseph wept when 
they spoke to him. 18 His brothers also came and fell down before him and said, “Behold, we are your servants.” 19 But 
Joseph said to them, “Do not fear, for am I in the place of God? 20 As for you, you meant evil against me, but God 
meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today. 21 So do not fear; I will 
provide for you and your little ones.” Thus he comforted them and spoke kindly to them. 22 So Joseph remained in 
Egypt, he and his father's house. Joseph lived 110 years. 23 And Joseph saw Ephraim's children of the third generation. 
The children also of Machir the son of Manasseh were counted as Joseph's own. 24 And Joseph said to his brothers, 
“I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore to Abraham, to 
Isaac, and to Jacob.” 25 Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, “God will surely visit you, and you shall 
carry up my bones from here.” 26 So Joseph died, being 110 years old. They embalmed him, and he was put in a coffin 
in Egypt. 
 

 


