
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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 素晴らしい主の御名を賛美いたします。 

 サーフィンを始めて1年が経ちました。19歳の時に日本

でやっていたので、37年ぶりの再開でした。最初は、パド

リングで沖に出るのが必死で、アップアップしていまし

た。でも続けるうちに、筋力もついてきて、だんだん乗れ

るようになってくると、その上達の変化が嬉しくなりまし

た。ボードが波に押されて乗れた瞬間は、何とも言えない

快感です。 

 波の状態は、風、潮位、潮流、気圧、地形など、様々な

要素が影響します。一度も同じ波はありません。同じ場所

でも、その日によって全く違った波になることも多々あり

ます。波は、こちらの願った通りにはなりません。ですか

ら、あくまでも、こちら側が波に合わせるのです。 

 信仰も同じだと思いました。自分の計画に神を合わせる

のではなく、逆に神の計画に自分を合わせるのです。聖霊

がくださる恵みの波に、上手に合わせて乗れるようになり

たいものです。            関真師牧師 

 

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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2022年 1月 23 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

 

   「偉大な光」 

  「私たちは一つ」 

  「主は我らの太陽」 

  「奇跡」   

       

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 144篇 

 

Message
メッセージ

    「主は、私の恵み」     関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

   「わたしの望みは」 

 

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。 

 金城テルコさんは、1 月 15日早朝、静かな眠りの中で、主

の御許に召天されました。 

 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。 

 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                                                                 Jan 23. 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  「主は、私の恵み」 詩篇 144篇  関真士牧師 

           次週のメッセージ 「ハレルヤ！ 主をほめたたえよ」詩篇 150篇 関真士牧師  

 

●分かち合いのポイント 

 

 ◎サタンの嘘と偽りを見抜き、神の真実に生きるために。 

 

 

① サタンの二つの嘘。「決して死なない」「神のようになれる」。サタンは、何のために、このよう

な嘘をついたのでしょうか。 

 

 

 

 

 

② 自分を知ること、神を知ることについて、どのように受け取ったでしょうか。思ったこと、感

じたことをそのままシェアーしてみましょう。 

 

 

 

 

③ 衝動的な生き方から観想的な生き方へ。自分はどれほど衝動的、あるいは観想的でしょうか。 

 

 

  

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 117篇 1節～2節 Psalm 

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。 すべての国民よ 主をほめ歌え。主の恵みは私たちに大き

い。主のまことはとこしえまで。 ハレルヤ。 

 Praise the LORD, all nations! Extol him, all peoples! For great is his steadfast love toward 

us, and the faithfulness of the LORD endures forever. Praise the LORD! 

 

 



 

詩篇 144篇 1〜15節 

わが岩なる主が、ほめたたえられますように。戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる方が。 

主は、私の恵み、私の砦、私のやぐら、私の救い主、私の盾、私の避け所、私の民を私に服させる方。主よ、

人とは何ものなのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人の子とはいったい何ものなのでしょう。

あなたがこれを顧みられるとは。人は息にすぎず、その日々は影のように過ぎ去ります。 

主よ、あなたの天を押し曲げて降りて来てください。山々に触れて噴煙を上げさせてください。稲妻を放って

彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。いと高き所からあなたの御手を伸べ、大水か

ら、また異国人の手から、私を解き放ち救い出してください。彼らの口は噓を言い、その右の手は偽りの右手

です。神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、十弦の琴に合わせてほめ歌を歌います。神は、王たちに救いを与

え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放たれます。私を異国人の手から解き放ち救い出してください。彼ら

の口は噓を言い、その右の手は偽りの右手です。 

私たちの息子らが若いうちからよく育てられた植木のようになりますように。私たちの娘らが宮殿にふさわし

く刻まれた隅の柱のようになりますように。私たちの倉は、もろもろの産物で満ちますように。私たちの羊の

群れは、私たちの野で幾千幾万となりますように。私たちの牛が、子牛をよくはらみ早産も流産もなく哀れな

叫び声が私たちの町にありませんように。 

幸いなことよ、このようになる民は。幸いなことよ、主を自らの神とする民は。 

 

Psalm144：1－15 

1 Blessed be the LORD, my rock, who trains my hands for war, and my fingers for battle;  
2 he is my steadfast love and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield and he in 

whom I take refuge, who subdues peoples under me. 
3 O LORD, what is man that you regard him, or the son of man that you think of him? 
4 Man is like a breath; his days are like a passing shadow. 
5 Bow your heavens, O LORD, and come down! Touch the mountains so that they smoke! 
6 Flash forth the lightning and scatter them; send out your arrows and rout them! 
7 Stretch out your hand from on high; rescue me and deliver me from the many waters, 

    from the hand of foreigners, whose mouths speak lies and whose right hand is a right hand of 

falsehood. 
9 I will sing a new song to you, O God; upon a ten-stringed harp I will play to you, 

10 who gives victory to kings, who rescues David his servant from the cruel sword. 
11 Rescue me and deliver me from the hand of foreigners, whose mouths speak lies 

    and whose right hand is a right hand of falsehood. 
12 May our sons in their youth be like plants full grown, our daughters like 3 O LORD, what is man that 

you regard him, or the son of man that you think of him? 
4 Man is like a breath; his days are like a passing shadow. 

corner pillars 

    cut for the structure of a palace; 
13 may our granaries be full, providing all kinds of produce; may our sheep bring forth thousands 



    and ten thousands in our fields; may our cattle be heavy with young, suffering no mishap or failure 

in bearing; may there be no cry of distress in our streets! 
15 Blessed are the people to whom such blessings fall! Blessed are the people whose God is 

the LORD! 

 


