
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章13節） 

  

 

  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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 5月も終わり6月に入ります。日本では梅雨のシーズンで

すが、ここハワイは気持ちの良い日が続きます。ここ数年

の異常気象のような暑い日はなさそうです。 

 危機の時には楽観主義で、好機の時は慎重にと言われま

す。 

 人生の危機の時にこそ、神の希望に生きる私たちは、究

極の楽観主義でいられます。主が共にしてくださる、主の

計画がある、主はすべてを益に変えてくださる、そして永

遠の命がある。これらは、危機の中でも私たちの歩みを支

えてくれます。 

 逆に調子の良い時には、勝って兜の緒を締めよと言いま

すが、高慢になって神から離れることがないように足元を

しっかりと見つめたいと思います。 

 つまりは、どんな状況の中にあっても、神から目を離さ

ないことです。神の眼差しは、どんな時にも、私たちに注

がれているからです。         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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2021年 5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

 

 

「主は、今生きておられる」 

                   「私たちは一つ」 

「移り行く時の間も」 

「主イエスのみそばに」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

シャロンフラチーム 

 

Scripture
聖 書 朗 読

      エペソ 5章 7節～14節 

Message
メッセージ

     「真の自分を生きる④ 光の子供として」 

                       関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「いのちの光」 

 

Doxology
頌 栄

   Benediction
祝 祷

  

 

 

 

- 報 Announcement 告 - 

 

 会堂礼拝は、朝９時から始まります。オンライン礼拝も継

続して配信しています。 

 次週の礼拝では、聖餐式があります。 

 次週 6月 6日 12：30PM 牧会コミティがあります。 

 讃美画の奉仕は、次週の 6日に行われます。 

 教会への献金は、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 

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週水曜日、ZOOM 聖書クラス ７PM お休み中 

 今週木曜日、ZOOM-弟子訓練 10:00am 担当：関牧師 

 今週金曜日、ZOOM ９AM 一緒にディヴォーショ 

 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。 

 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                                                                  May 30. 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  「真の自分を生きる④ 光の子供として」 関真士 

           エペソ 5章 7節～14節 

                                                                   

             次週のメッセージ  「真の自分を生きる⑤ 知恵ある者として」 関真士牧師 

                        エペソ 5章 15節～17節 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 闇とは、神に対して隠していることです。それは告白できないことです。もし、神に告白できない闇があると

すれば、どうして告白できないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

② 闇を光に変えるためには、何を信じて、何をしたらいいのでしょうか。 

 

 

 

 

 

③ 光の子供の生き方の特徴とは何でしょうか。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 

 

詩篇 119 篇 170〜171節 

私の切なる願いが、御前に届きますように。あなたのみことばの通りに、私を救い出してください。

私の唇に讃美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に、あなたのおきてを教えてくださる

からです。 

Psalm 119:170-171 

Let my plea come before you;deliver me according to your word. My lips will pour forth praise

,for you teach me your statutes. 



  

エペソ人への手紙 5 章 7〜14節 

7ですから、彼らの仲間になってはいけません。 

8あなたがたは以前は闇でしたが、今は、主にあって光となりました。光の子どもとして歩みなさい。 

9あらゆる善意と正義と真実のうちに、光は実を結ぶのです。 

10何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。 

11実を結ばない暗闇のわざに加わらず、むしろ、それを明るみに出しなさい。 

12彼らがひそかに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことなのです。 

13しかし、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。 

14明らかにされるものはみな光だからです。それで、こう言われています。「眠っている人よ、起きよ。死者の

中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。」 

 

Ephesians 5：7～14 

7 Therefore do not become partners with them; 8 for at one time you were darkness, but now you 

are light in the Lord. Walk as children of light 9 (for the fruit of light is found in all that is good 

and right and true), 10 and try to discern what is pleasing to the Lord. 11 Take no part in 

the unfruitful works of darkness, but instead expose them. 12 For it is shameful even to speak of 

the things that they do in secret. 13 But when anything is exposed by the light, it becomes 

visible, 14 for anything that becomes visible is light. Therefore it says,  “Awake, O 

sleeper,    and arise from the dead,and Christ will shine on you.” 

 

 

ヨハネの福音書 1章 1〜5節 

初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。この方は、初めに神とともにおら

れた。すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもな

かった。この方にはいのちがあった。このいのちは人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打

ち勝たなかった。 

 

 

ヨハネの手紙第一 1 章 8〜9節 

もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。 

もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、私たちをすべての不義

からきよめてくださいます。 

 

 

 

 


