
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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 今年の受難節が始まりました。主の十字架を想い、こ

の時を過ごしてまいりましょう。 

 2日の水曜日から７PM ZOOMを利用しての受難節の学

び会があります。全 7回です。どうぞご参加ください。 

 

 コロナパンデミックもいよいよトンネルの向こうに出

口の光が見え始めました。教会が閉鎖されたのが 2020年

3月 2日のことです。あれから 2年が過ぎました。 

 当時の週報などを見ると、緊迫感が伝わってきます。

手さぐりの中、礼拝を一度も休むことなく、オンライン

配信が出来たことは特別な感謝です。 

 

 さて今度は、アフターコロナです。コロナ下で得た経

験を活かし、元に戻るというよりは、さらに前進すると

いう気持ちで行きたいと思います。 

  

 祈り備えていきましょう。  

           

                   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 6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

 

   「生ける限り主を」 

  「私たちは一つ」 

  「傷跡」 

  「主は、わがすべて」  

  「主の栄光 今ここに」  

       

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     1コリント 1章 18節、22節～25節 

 

Message
メッセージ

    「受難節第一週 神の力と知恵としての十字架」  

                        関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

   「主イエスの十字架の血で」 

 

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。 

 本日の礼拝では、聖餐式があります。主の十字架を想い、

心を備えましょう。 

 本日 12：30PM HCCファミリーミーティングがあります。 

 木原耕一さんのメモリアルサービスは、3月 12日（土）10Am 

礼拝堂にて執り行われます。 

 今週の祈祷会 水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am  は、連合

合同祈祷会です。ホスト教会はパールシティ教会です。 

 「受難節 黙想の手引き」が配布されています。 

 毎週水曜日７PM ZOOM による受難節の学びクラスが開か

れています。 

 サンタバーバラ修養会 第一次締め切りは 3 月 13 日です。 

 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                                                                 Mar 6. 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 受難節第一週「神の力と知恵としての十字架」 

                    １コリント１章 18節、23節～25節 関真士牧師 

         次週のメッセージ 受難節第二週   ガラテヤ書 2章 19，20節 マーク今村氏 

               

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなたは、パウロ派、アポロ派、ペテロ派、キリスト派、どの派に魅力を感じますか。 

 

 

 

 

 

② 教会内に分裂や派閥のような状況があるとき、イエスのお体が傷つき、痛んでいるという感覚

について、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

③ 「十字架につけられたキリストを宣べ伝える」というパウロの覚悟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!  



コリント人への手紙第一 1章 18節 

十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。 

 

コリント人への手紙第一 1章 22〜25節 

ユダヤ人はしるしを要求し、ギリシア人は知恵を追求します。 

しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっ

ては愚かなことですが、 

ユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストで

す。 

神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。 

 

1 Corinthians 1:18, 22-25 

18 For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the 

power of God.   

22 For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, 23 but we preach Christ crucified, a stumbling 

block to Jews and folly to Gentiles, 24 but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the 

power of God and the wisdom of God. 25 For the foolishness of God is wiser than men, and the 

weakness of God is stronger than men. 

 

 


