
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。 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

      週 報 
    2022月 3月 27日 Vol.19 No.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            HONOLULU CHRISTIAN CHURCH 

 ホノルル・キリスト教会 
  2207 OAHU AVENUE HONOLULU, HI 96822  

       日本語部オフィス 973-4335   

        事務局 office@honoluluchristian.church 

          関真士牧師 sekishinji89@gmail.com 

       Homepage： https://honoluluchristian.church  

  

  

 受難節第 4週目に入ります。ここまで、どうでしょう

か。十字架に関して、何か新しい恵みの発見があったで

しょうか。あるいは、すでにいただいている恵みの再確

認があったでしょうか。 

 それらの恵みの体験を言語化するのが難しく感じるこ

とあるかもしれませんが、出来るだけ文字に残しておく

ことをお勧めします。恵みとは、表現することで、さら

に理解が深まるものです。  

 今年の十字架のメッセージを考えたとき、それぞれの

書簡に記述されている十字架について、事細かいに調べ

たわけではありません。全体のテーマを考えただけで

す。 

 しかし、いざふたを開けてみると、現在の世相にタイ

ムリーな内容なので驚きました。よく、今日のメッセー

ジは私に対して語られていると感じたという話を聞きま

す。ほぼすべて、誰かを特定して語ることはありませ

ん。それは、確かに聖霊が、その人に語っているので

す。主の御言葉の力なのです。      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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2022年 3月 27 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」 

  「傷跡」  

  「主イエス神の愛」    

       

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     ピリピ書 2章 5節～11節 

 

Message
メッセージ

    「受難節第 4週 十字架の心」 関真士牧師                    

 

 

Worship Song
賛  美

   「イエスに栄光あれ」 

 

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。 

 本日は、受難節第 4週です。 

 礼拝後 10：30～12：00 枝里佳作 Chingさんのベビーシャ

ワーがあります。マウカハウスの庭。どなたでもご参加く

ださい。 

 水曜祈祷会 10AM は、カンファランスルームと ZOOM の両方

で開催しています。 

 教会住所録を配布中です。まだ受け取っていない方は、受

付までお知らせください。 

 4月 15日（金）聖金曜日礼拝７PM 

 4月 17日（日）復活祭  キッズのエッグハントもありま

す。8：45AM～ 

 礼拝中のキッズサンデースクールの奉仕者を募集していま

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                                                                 Mar 27. 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 受難節第４週「十字架の心」 ピリピ書２章 5節～11節 関真士牧師 

 

                           次週のメッセージ 

                           受難節第 5週 「十字架の赦しと解放」 

                            コロサイ書 12節～15節 関真士牧師  

 

●分かち合いのポイント 

 ①「イエスの心」とは、6 節～8節に記されています。その心とは、どのような心でしょうか。 

 

 

 

 

②イエスの心を自らの心とすることについて、どのように思いますか？ 自分の心は、どのくらいイ

エスの心となっているでしょうか。 

 

 

 

 

③神を愛し、隣人を愛するために、自分のあり方を捨てることについて、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 47 篇 5 節～7節 Psalm  

神は上られる。喜びの叫びの中を。主は行かれる。角笛の音の中を。ほめ歌を歌え。神にほめ歌を歌え。ほめ

歌を歌え。私たちの王にほめ歌を歌え。まことに神は全地の王。ことばの限りほめ歌を歌え。 

 God has gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet. Sing praises to God, sing 

praises! Sing praises to our King, sing praises! For God is the King of all the earth; sing praises with a 

psalm!  



ピリピ人への手紙 2 章 5〜11節 

キリスト・イエスのうちにあるこの思いを、あなたがたの間でも抱きなさい。 

キリストは、神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、 

ご自分を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、 

自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。 

それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名にまさる名を与えられました。 

それは、イエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、 

すべての舌が「イエス・キリストは主です」と告白して、父なる神に栄光を帰するためです。 

 

Philippians2:5-11 
5 Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus,[a] 6 who, though he was in the form 

of God, did not count equality with God a thing to be grasped,[b] 7 but emptied himself, by taking the 

form of a servant,[c] being born in the likeness of men. 8 And being found in human form, he humbled 

himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. 9 Therefore God has highly 

exalted him and bestowed on him the name that is above every name, 10 so that at the name of 

Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, 11 and every tongue confess 

that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%202:5-11&version=ESV#fen-ESV-29380a
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