
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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 11月に入りました。ノースショアの波も高くなってきま

した。いつの間にか、今年もあと２ケ月となりましたが、

コロナ禍が始まって、いつの間にか年月が経ちました。 

 時は流れています。 

 11月は感謝祭、12月はクリスマスと続きます。以前のよ

うなイベントは出来ないかもしれませんが、かえって、真

の感謝祭、真のクリスマスを味わうチャンスかもしれませ

ん。消費社会に飲み込まれた感謝祭、クリスマスではな

く、本来の姿を取り戻す時となればいいですね。 

 この度、マーク今村さん、あづみさんのビジョンから、

ミュージック・ミニストリーが新たに始まります。バンド

形式です。これからの展開が楽しみです。 

 コロナ禍の中で、たくさんの新しいミニストリーが誕生

したのは注目すべきことだと思います。困難な中にあって

こそ、主の働きはより強く推し進められていきます。 

 まさに教会は、主の教会です。     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 11月 7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

 

   「心に感謝を持ちながら」 

  「私たちは一つ」 

  「あなたをたたえ」 

  「叫べ全地よ」 

   

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 67篇 

 

Message
メッセージ

    「神の祝福に生きる」    関真士牧師 

 

聖餐式 

 

Worship Song
賛  美

   「喜びほめ歌おうよ」 

 

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。 

 本日の礼拝では聖餐式があります。主の十字架を想い、心

を整えてあずかりましょう。 

 今週水曜日の祈祷会は、連合合同祈祷会となります。 

ZOOM-祈祷会 10:00am 

 本日は、HCCファミリーミーティングがあります。12：30PM 

どなたでも是非、ご参加ください。 

 ミュージックミニストリーが新しく始まります。バンド形

式です。経験のない方も歓迎です。毎週月曜日６ＰＭから

練習をします。 

 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。 

 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                                                                 Nov 7 . 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  「神の祝福に生きる」 詩篇 67 篇１節～7節 関真士師               

                                                                   

         次週のメッセージ   マーク今村インターン生          

 

●分かち合いのポイント 

 

① 祝福を求めながら、御顔を避けているというのは矛盾です。あなたは、神の御顔に自分の顔を正面から

向けられる者ですか？ それとも顔をそむける自分でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

② 自分は、祝福の存在であり、祝福を与えるために召されていることを受け入れることができますか。そ

のような生き方は、どうしたら出来るでしょうか。 

 

 

 

 

③ この一週間、誰かに祝福を与える事を実践してみましょう。どんなことが思いつきますか。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 66篇 1〜2節、4 節 

 

全地よ、神に向かって喜び叫べ。御名の栄光をほめ歌い、神の誉れに栄光を帰せよ。全地はあなたを

伏し拝みます。あなたをほめ歌い、あなたの御名をほめ歌います。 

Psalm 66：1，2，7 

Shout for joy to God, all the earth; sing the glory of his name; give to him glorious praise! All 

the earth worships you and sings praises to you; they sing praises to your name.”  

 



詩篇 67篇 1〜7節 

1どうか神が私たちをあわれみ祝福し御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。 

2あなたの道が地の上で御救いがすべての国々の間で知られるために。 

3神よ諸国の民があなたをほめたたえ諸国の民がみなあなたをほめたたえますように。 

4 国々の民が喜びまた喜び歌いますように。それはあなたが公平に諸国の民をさばき地の国民を導かれるから

です。 

5神よ諸国の民があなたをほめたたえ諸国の民がみなあなたをほめたたえますように。 

6大地はその実りを産み出しました。神が私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。 

7神が私たちを祝福してくださり地の果てのすべての者が神を恐れますように。 

 

Psalm 67:1-7 

1May God be gracious to us and bless us 

    and make his face to shine upon us, Selah 
2 that your way may be known on earth, 

    your saving power among all nations. 
3 Let the peoples praise you, O God; 

    let all the peoples praise you! 
4 Let the nations be glad and sing for joy, 

    for you judge the peoples with equity 

    and guide the nations upon earth. Selah 
5 Let the peoples praise you, O God; 

    let all the peoples praise you! 
6 The earth has yielded its increase; 

    God, our God, shall bless us. 
7 God shall bless us; 

    let all the ends of the earth fear him! 

 

 

 

 


