
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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 詩篇 150篇には、角笛、笛という吹奏楽器。琴、竪琴と

いう弦楽器。タンバリン、シンバルという打楽器。そして

踊りが、賛美の表現として記されています。 

 私たちの教会では、ほぼ全てあります。これまで礼拝で

使用した楽器としては、角笛、フルート、トランペット、

リコーダー、サックス、ドラム、シンバル、カホン、タン

バリン、ギター、ベース、バイオリン、もちろんピアノ。

さらにフラ賛美やサインダンスもあります。そして賛美画

もあります。 

 これから、あらゆる楽器、踊りをもって、神への賛美を

表現していきたいと思います。皆さんの中で、実は私は、

この楽器が出来るという方がいたら、是非神への賛美のた

めに用いてください。 

 私たちは、楽器と全身の身体を使って神をほめたたえる

のです。 

 しかし、いつの時代にも、新しい楽器は拒否されます。

オルガンも、ピアノも、それらが登場した時には、世俗的

な楽器として教会には受け入れられませんでした。もちろ

んギターもです。しかし、私たちは、常に「新しい賛美」

を捧げる者たちです。          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 1月 30 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

 

   「マジェスティ」 

  「私たちは一つ」 

  「御手の中で」 

  「主を仰ぎ見て」   

       

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 150篇 

 

Message
メッセージ

    「ハレルヤ！主をほめたたえよ」   関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

   「ハレルヤ神の聖所で」 

 

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。 

 洗礼式 2 月 13 日（日）6：30AM 受洗者：薫 WOOD さん、

千絵 Welshさん。 

 金城テルコさん メモリアルサービス 2月 18日（金）8：

30AM パンチボウルにて執り行われます。 

 宮平八重子さん ホノルル教会のメンバーとなりました。

神の家族に心から歓迎いたします。 

 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 30. 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  「ハレルヤ！ 主をほめたたえよ」詩篇 150篇 関真士牧師 

           次週のメッセージ 「イエスのあわれみ①」マタイ 9章 35節～38節 関真士牧師  

 

●分かち合いのポイント 

 

 

① 普段の生活の中で、あなたにとって「聖所」と呼べる所は、どんな所がありますか。 

 

 

 

 

 

 

② あなたが、最も神の大能の力を感じ、思わず神を賛美したくなる時は、どんな時ですか。 

 

 

 

 

 

 

③ ミカルは、なぜダビデの賛美を蔑んだのでしょうか。そこから私たちは何を学ぶでしょう

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 150篇 1〜6節 

ハレルヤ。神の聖所で神をほめたたえよ。御力の大空で神をほめたたえよ。 

その大能のみわざのゆえに神をほめたたえよ。その比類なき偉大さにふさわしく神をほめたたえよ。 

角笛を吹き鳴らして神をほめたたえよ。琴と竪琴に合わせて神をほめたたえよ。 

タンバリンと踊りをもって神をほめたたえよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神をほめたたえよ。 

音の高いシンバルで神をほめたたえよ。鳴り響くシンバルで神をほめたたえよ。 

息のあるものはみな主をほめたたえよ。ハレルヤ。 

 

Psalm 15-:1-6 

 Praise the LORD! 

Praise God in his sanctuary; 

    praise him in his mighty heavens!  
2 Praise him for his mighty deeds; 

    praise him according to his excellent greatness! 
3 Praise him with trumpet sound; 

    praise him with lute and harp! 
4 Praise him with tambourine and dance; 

    praise him with strings and pipe! 
5 Praise him with sounding cymbals; 

    praise him with loud clashing cymbals! 
6 Let everything that has breath praise the LORD! 

Praise the LORD! 

 

 

 

 


