
◇◇◇◇◇◇◇◇ 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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   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） 

 先日、早朝に歩いて出かけることがありました。まだ肌寒い

朝、外に歩き始めたら、突然後ろからセキュリティの仕事をし

ている人の声が私に響きました。 

“Good Morning!” それは、朝の挨拶でした。 

 私もすぐに振り向いて、挨拶すると、その人は次に最高の笑顔

で、”Have a good day!”と言ってくれました。そして、私もまた返

事をして、歩き出しました。 

 

 あまりにも、唐突で気持ち良い挨拶の瞬間でした。それから一

人歩きながら、その人の笑顔と響き渡る声を思い返していまし

た。“Good morning”の“Good”と、“Have a good day”の“Good”

が、なんだかとっても私の心に響き、なんて素晴らしい挨拶なの

だろう！と、改めて思いました。 

 そして、「良い朝」「良い一日」を実感したのです。 

 

「これは主が設けられた日。この日を楽しみ喜ぼう。」 

詩篇118：24 

 

 今日は今日しかない特別な日。この今日という良い日を心から

味わい、私もあの朝出会ったあの人のように、新しい日の喜びを

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 

mailto:事務局%20%20office@hccjapan.org


2021年 1月 24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

 

「おお御神をほめまつれ」 

                   「私たちは一つ」 

「ハレルヤ神の聖所で」 

「きよい宮として」 

 

 

Offering
献 金

 Prayer
祈 祷

 

 

Scripture
聖 書 朗 読

       Ⅱ列王記 11章 1〜4節、17〜21節 

      

Message
メッセージ

      「信仰による勇気」     高木牧人牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「ワンボイス」 

 

Doxology
頌 栄

 & Benediction
祝 祷

  

 

Announcement
報 告

 

 

 

- 報 Announcement 告 - 

 ホノルル教会は、朝９時の会堂礼拝が始まりました。また、

オンライン礼拝も継続して配信しています。 

 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 

 礼拝の同時通訳があります。 

Translation System : (605) 562-0400 & Enter 

5056437# 

 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  

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週水曜日、Zoom 聖書クラス 7pm 

 今週木曜日、ZOOM-弟子訓練 10:00am 担当：関牧師 

 今週金曜日、Zoom ９pm 一緒にディボーション 

 教会ウィークリーニュース、毎週月曜日に配信されます。 

 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 24 .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 「信仰による勇気」Ⅱ列王記 11章 1〜4節、17〜21節    高木牧人牧師 

次週のメッセージ  Ⅱ列王記 18章   関真士牧師 

           

●分かち合いのポイント     

 

① 神様の時の中で、信仰によって従う勇気（待ったり、奮い立ったり…）は、今のあなたの人生に

どのようなことを教えてくれますか？【あるいは、実際にそのようなチャレンジ、体験談はあり

ますか？】 

 

 

 

 

② この特別な時代に、主イエス・キリストにあって先に選ばれて、神の民とされた私たち（教会）

の使命をともに考えてみましょう。 

 

 

 

 

③ 主の大いなるご計画の実現のために、今日も主があなたをその所で勇気を与えて用いられる意味

をともに分かち合いましょう。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉  詩篇 150篇 1節〜2節  Psalm 150:1〜2 

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。 

Praise the Lord! Praise God in his sanctuary; praise him in his mighty heavens!  



Praise him for his mighty deeds; praise him according to his excellent greatness!  

列王記 第二 11 章 1～4 節 

アハズヤの母アタルヤは、自分の子が死んだと知ると、ただちに王の一族全員を滅ぼした。 

しかし、ヨラム王の娘で、アハズヤの姉妹のエホシェバは、殺される王の子たちの中からアハズヤの

子ヨアシュをこっそり連れ出し、寝具をしまう小部屋にその子とその乳母を入れた。人々が彼をアタ

ルヤから隠したので、彼は殺されなかった。 

彼は乳母とともに、主の宮に六年間、身を隠していた。その間、アタルヤが国を治めていた。 

七年目に、エホヤダは人を遣わして、カリ人と近衛兵それぞれの百人隊の長たちを主の宮の自分のも

とに来させ、彼らと契約を結んで主の宮で彼らに誓いを立てさせ、彼らに王の子を見せた。 

 

2 Ki 11:1–4 

Now when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the royal 

family. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah and stole 

him away from among the king’s sons who were being put to death, and she put him and his nurse in a 

bedroom. Thus they hid him from Athaliah, so that he was not put to death. And he remained with her six years, 

hidden in the house of the Lord, while Athaliah reigned over the land.  

But in the seventh year Jehoiada sent and brought the captains of the Carites and of the guards, and had them 

come to him in the house of the Lord. And he made a covenant with them and put them under oath in the house 

of the Lord, and he showed them the king’s son. 

 

 

列王記 第二 11 章 17～21 節 

エホヤダは、主と、王および民との間で、彼らが主の民となるという契約を結ばせ、王と民との間で

も契約を結ばせた。 

民衆はみなバアルの神殿に行って、それを打ち壊した。彼らはその祭壇と像を徹底的に打ち砕き、バ

アルの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮に管理人を置いた。 

彼は百人隊の長たち、カリ人、近衛兵たちと民衆すべてを率いた。彼らは王を主の宮から連れて下り

、近衛兵の門を通って王宮に入った。王は王の座に着いた。 

民衆はみな喜んだ。アタルヤは王宮で剣で殺され、この町は平穏となった。 

ヨアシュは七歳で王となった。 

 

2 Ki 11:17–21 

And Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and people, that they should be the Lord’s 

people, and also between the king and the people. Then all the people of the land went to the house of Baal and 

tore it down; his altars and his images they broke in pieces, and they killed Mattan the priest of Baal before the 

altars. And the priest posted watchmen over the house of the Lord. And he took the captains, the Carites, the 

guards, and all the people of the land, and they brought the king down from the house of the Lord, marching 

through the gate of the guards to the king’s house. And he took his seat on the throne of the kings. So all the 

people of the land rejoiced, and the city was quiet after Athaliah had been put to death with the sword at the 

king’s house. Jehoash was seven years old when he began to reign. 


