
◇◇◇◇◇◇◇◇ 集会案内 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 
礼 拝(第一） 毎日曜日 8:00～9:00AM ソーシャルホール 
  （第二） 毎日曜日 9:00～10:15AM （夕拝）7:00～8:00PM 
教会学校(子供､成人、ヤング) 毎日曜日 11:00～11:45AM 分級クラスルーム 
「境界線の学び」クラス 第三と第五日曜日 1:00PM～3:00P 会議室 
水曜集会 毎水曜日①10:00AM ②7:00PM（ZOOMオンラインのみ） 
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 HONOLULU	CHRISTIAN	CHURCH	
 ホノルル・キリスト教会 
  2207 OAHU AVENUE HONOLULU, HI 96822 

  事務ｵﾌｨｽ 973-4335  緊急 277-5849 or 219-4349 
E-mail：インフォメーションセンター hccinfo2207@gmail.com 

事務局 office@honoluluchristian.church 
   関真士牧師 sekishinji89@gmail.com 

Homepage： https://honoluluchristian.church/ 
 

前週集会 第一礼拝 第二礼拝 夕拝 礼拝合計 子供礼拝 
 - - - -  

『どうか、希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であ
なたがたを満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてく
ださいますように。』         （ローマ15:13） 

 最近、ハワイも肌寒く、風の強い日が続いている。窓から見
える椰子の木も、大きな葉っぱをなびかせながら、大風にも負
けずに揺れている。 
 いかにも南国らしいこの木は、その幹をしなやかに動かしな
がら、いつも天に向かってまっすぐ伸びている。 
 穏やかな日に、この木の下で寝そべっていると、優しい葉音
を奏でて、何とも気持ち良さそうに揺れているのを見て、私自
身が癒しをもらう。 
 恵みのシャワー（雨）が降り注ぐときには、その大きな葉っ
ぱを広げて、その恵みを全身で受け取る。 
 
 最近、私は椰子の木を見るたびに癒され、このように自分も
いつもあれたら良いなぁ、と語られる。 
 快晴の日も、嵐の日も、どんな時も、しなやかに真っ直ぐ
に、天を仰いで生きる。 
 私にも、そのように歩ませてください。 
 
詩篇136篇26節 
「天の神に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。」 
                      高木牧人牧師 

 
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 



2021 年 3月 7日 (9am & 7pm) 
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

 
イエスに栄光あれ 

                   「私たちは一つ」 
聖396 十字架のかげに 
あなたは 

 

Offering
献 金

 Prayer
祈 祷

 
 

Scripture
聖 書 朗 読

       イザヤ書53章7～9節 
      

Message
メッセージ

   「貫き通された愛」  高木牧人牧師 
 

Worship Song
賛  美

    Above All 
 

Doxology
頌 栄

 & Benediction
祝 祷

  

 

Announcement
報 告

 

 
 

- 報 Announcement 告 - 

V ホノルル教会は現在、朝９時から会堂とオンラインで礼拝を

行なっています。 

V 礼拝の献金は、会堂にある献金箱に入れるか、オンライン献

金をご利用いただくか、チェックを教会に郵送してください。 

2207	Oahu	Ave.	 	 	 Honolulu,	 	 HI	 	 96822 

V  礼拝の同時通訳があります。 

Translation	System	:	(605)	562-0400	&	Enter	5056437#	

V  次聖日の礼拝は、今井賢司さんがお証くださいま

す。 

V  教会の新しい E メールアドレスは以下の通りです。 

新アドレス office@honoluluchristian.church	  

V  今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

V 今週金曜日、Zoom ９pm 一緒にディボーション 

V 教会ウィークリーニュース、毎週月曜日に配信されます。 

V 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。 

V 関牧師は、3 月 25 日までサバティカル休暇です。3 月 2

日～23 日までは、日本に滞在されます。 



分かち合いのテーマ                                                  Mar 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 「貫き通された愛」イザヤ書 53 章 7〜9 節  高木牧人牧師 

次週の証詞   「導く神様」  今井賢司さん 

           

●分かち合いのポイント     

 

① イエス様が私たちのために「そこまでされた愛」とは、あなたにとって、どのような愛でしょ

う？ イエス様の栄光の生涯を想いつつ、互いに分かち合いましょう。 

 

 

 

 

② 黙々と愛を貫き通されたイエス様の「倍返し」ならぬ「愛返し(水谷潔先生より)」から、あなた

は何を教えられますか？ 

 

 

 

 

③ 十字架に集中する御子イエス様と御父なる神様の共同で、あなたのために注がれた愛は、あなた

の心に今日、どのように響いていますか？ 

 

 

 

 

●賛美の御言葉  詩篇 104 篇 1 節 Psalm 104:1 

 わがたましいよ 主をほめたたえよ。 

 わが神 主よ あなたはまことに大いなる方。 

 あなたは威厳と威光を身にまとっておられます。 

 

Bless the Lord, O my soul!  

O Lord my God, you are very great!  

You are clothed with splendor and majesty,  



イザヤ書 53 章 7～9 節 
彼は痛めつけられ、苦しんだ。だが、口を開かない。屠り場に引かれて行く羊のように、毛を刈る者

の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。 
虐げとさばきによって、彼は取り去られた。彼の時代の者で、だれが思ったことか。彼が私の民の背

きのゆえに打たれ、生ける者の地から絶たれたのだと。 
彼の墓は、悪者どもとともに、富む者とともに、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その

口に欺きはなかったが。 

 

Is 53:7–9 
He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth; like a lamb that is led to the slaughter,  
and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth.  
By oppression and judgment he was taken away; and as for his generation, who considered that he was cut off 
out of the land of the living, stricken for the transgression of my people?  
And they made his grave with the wicked and with a rich man in his death, although he had done no violence,  
and there was no deceit in his mouth.  
 
 
ルカの福音書 23 章 34 節 
「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。」 

 
Lk 23:34 
“Father, forgive them, for they know not what they do.” 
 
 
ヨハネの福音書 10 章 29～30 節 
わたしの父がわたしに与えてくださった者は、すべてにまさって大切です。だれも彼らを、父の手か

ら奪い去ることはできません。わたしと父とは一つです。」 
 
Jn 10:29–30 
My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father’s 
hand. I and the Father are one.”  


