
◇◇◇◇◇◇◇◇ 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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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） 

       聖フランシスコの平和の祈り 

神よ、 

わたしをあなたの平和の道具としてお使いください。 

憎しみのあるところに愛を、 

いさかいのあるところにゆるしを、 

分裂のあるところに一致を、 

疑惑のあるところに信仰を、 

誤っているところに真理を、 

絶望のあるところに希望を、 

闇に光を、 

悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださ

い。 

慰められるよりは慰めることを、 

理解されるよりは理解することを、 

愛されるよりは愛することを、わたしが求めますように。 

わたしたちは、与えるから受け、ゆるすからからゆるさ

れ、 

自分を捨てて死に、 

永遠のいのちをいただくのですから。  
                     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 



2020 年 12 月 20 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

 

「いと高き所に栄光が」 

                   「私たちは一つ」 

「待ち望め主を」 

「ノエルをば始めに」讃 127 

Offering
献 金

 Prayer
祈 祷

 & Special
特 別

 Music
賛 美

 

Scripture
聖 書 朗 読

      ルカ 1章 26-38 節       Luke 

Message
メッセージ

      「あなたのお言葉どおりに」 関真士牧師 

Worship Song
賛  美

    「あめにはみ栄え」 

Doxology
頌 栄

 & Benediction
祝 祷

 & Announcement
報 告

 

『御使いは彼女に答えた。「聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力が
あなたをおおいます。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれ
ます。見なさい。あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男
の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう六か月で
す。神にとって不可能なことは何もありません。」マリアは言った。「ご覧
ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばどおり、こ
の身になりますように。」すると、御使いは彼女から去って行った。』(抜
粋) “The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and the power of 
the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be 
called the Son of God. Even Elizabeth your relative is going to have a child in 
her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her sixth 
month. For no word from God will ever fail.”  “I am the Lord’s servant,” Mary 
answered. “May your word to me be fulfilled.” Then the angel left her.(an 
extract) 

- 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。 

 本日はクリスマス礼拝でシャロン・ﾌﾗﾁｰﾑの特別賛美が捧げ

られます。救い主の御降誕を一緒に喜び褒め称えます。 

 礼拝の献金は、前もって準備された献金箱に入れるか、オン

ライン献金か、チェックを教会に郵送してください。教会の

維持のために、献金もこれまでと変わらずにお捧げください。 

2207 Oahu Ave.   Honolulu,  HI  96822 

  SNS(ホームページ)で携帯献金が出来るようになりました。 

Call No: (808) 824-4773、type text message: give 

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

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週木曜日、ZOOM-弟子訓練 10:00am 担当：関牧師 

 今週金曜日、お休みします。 

 年末年始の予定 

キャロリングを予定しています。詳しくは追って連絡します。 

23 日 (水) English Candle Service 6:30pm（英語サービス） 

24 日（木）キャンドルライト・サービス 日語部はお休みです。 

27 日（日）年末礼拝 8am 9:20am & 7pm 

31 日（木）年末祈祷会 6PM  ZOOM の予定です。 

1 日（金）元旦礼拝 新型コロナでお休みです。 

 教会予定は毎週、月曜日に連絡がいきますので、メールをチ

ェックしてください。 

 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。 


