
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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 今日から待降節、アドベントに入ります。今年は、アド

ベント・キャンドルを灯して、主の降誕を待ち望みます。 

 よく、教会の牧師、奉仕者は、このシーズンは忙しいの

で、クリスマスならぬ、苦しみますなどと笑い話にするこ

とがあります。 

 確かに、日本の教会では、10回以上のクリスマスの集会

があったりしました。子供、青年、高齢者、それぞれのグ

ループでお祝いするからです。そのすべてに参加している

と、さすがに疲れます。正月にもメリークリスマス！と挨

拶してしまったこともありました。 

 その点、ハワイでは、そこまでの忙しさにはなりませ

ん。昨年は特にコロナの中で、ほとんどのプログラムがキ

ャンセルになったので、ゆったりとして時を過ごしまし

た。それもまたいいものです。 

 いずれにしても、主の降誕を祝う、それがクリスマスで

す。共に主を喜びましょう。       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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2021年 11月 28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、良いお方」 

  「私たちは一つ」 

  「神の御子は今宵しも」 

  「主は、我らの太陽」 

   

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     ヨハネ 3章 1節～16 節 

 

Message
メッセージ

   待降節第一節 「クリスマスの意味」    関真士

牧師 

 

 

Worship Song
賛  美

   「命のひかり」 

 

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、讃美画の奉仕があります。 

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今年のキャンドルライトサービスは、24 日 6：30PM、オン

ライン配信で開催します。会堂での開催については検討中

です。 

 メンズ・フェローシップが始まります。12月 2日（木）6：

30PM カンファレンスルーム 

 クリスマス 特別献金にご協力ください。 

 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                                                                 Nov 28 . 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  待降節第一節「クリスマスの意味」 ヨハネ福音書 3章 1節～16節  

                                  関真士牧師 

                                                                   

        次週のメッセージ   待降節第二節「クリスマスの光」ヨハネ３：16～21  関真士牧師        

 

●分かち合いのポイント 

 

① 本来の神に造られた人間としての自分の姿とは、どんな姿でしょうか。自分が何をしている時が、最も、

その姿を現しているでしょうか。 

 

 

 

 

② 自分は、ボーンアゲインしたクリスチャンであると言うことが出来ますか？ 

 

 

 

 

③ 天に上ろうとする人間と天から降られたイエス。それではすれ違ってしまいます。自分は、今、どちら

の方向に進んでいるでしょうか。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 ルカ福音書 1章 46 節～50節  Luke 

私のたましいは主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この卑しいはしために目を留めてく

ださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いな者と呼ぶでしょう。力ある方が、

私に大きなことをしてくださったからです。その御名は聖なるもの、主のあわれみは、代々にわたって主を恐

れる者に及びます。 

My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked on the 

humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed; for he 

who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those 

who fear him from generation to generation. 



ヨハネ福音書 3章 1節～16 節 

1さて、パリサイ人の一人で、ニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。2この人が、夜、イエ

スのもとに来て言った。「先生。私たちは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神

がともにおられなければ、あなたがなさっているこのようなしるしは、だれも行うことができません。」3イエ

スは答えられた。「まことに、まことに、あなたに言います。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ること

はできません。」4 ニコデモはイエスに言った。「人は、老いていながら、どうやって生まれることができます

か。もう一度、母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。」5イエスは答えられた。「まことに、まこ

とに、あなたに言います。人は、水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。 

6肉によって生まれた者は肉です。御霊によって生まれた者は霊です。7あなたがたは新しく生まれなければな

らない、とわたしが言ったことを不思議に思ってはなりません。8 風は思いのままに吹きます。その音を聞い

ても、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれた者もみな、それと同じです。」 

9ニコデモは答えた。「どうして、そのようなことがあり得るでしょうか。」10イエスは答えられた。「あなたは

イスラエルの教師なのに、そのことが分からないのですか。11まことに、まことに、あなたに言います。わた

したちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなたがたはわたしたちの証しを受け入れま

せん。12わたしはあなたがたに地上のことを話しましたが、あなたがたは信じません。それなら、天上のこと

を話して、どうして信じるでしょうか。13だれも天に上った者はいません。しかし、天から下って来た者、人

の子は別です。14モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられなければなりません。15それは、信じ

る者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」16神は、実に、そのひとり子をお与えになったほ

どに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 

 

John 3:1-16 

 Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came to 

Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one 

can do these signs that you do unless God is with him.” 3 Jesus answered him, “Truly, truly, I say to 

you, unless one is born again[b] he cannot see the kingdom of God.” 4 Nicodemus said to him, “How 

can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be 

born?” 5 Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he 

cannot enter the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of 

the Spirit is spirit. 7 Do not marvel that I said to you, ‘You must be born again.’ 8 The wind blows where 

it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is 

with everyone who is born of the Spirit.”9 Nicodemus said to him, “How can these things be?” 10 Jesus 

answered him, “Are you the teacher of Israel and yet you do not understand these things? 11 Truly, 

truly, I say to you, we speak of what we know, and bear witness to what we have seen, but you[f] do 

not receive our testimony. 12 If I have told you earthly things and you do not believe, how can you 

believe if I tell you heavenly things? 13 No one has ascended into heaven except he who descended 

from heaven, the Son of Man. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son 

of Man be lifted up, 15 that whoever believes in him may have eternal life. 16 “For God so loved the 

world,[i] that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John%203%3A1-16&version=ESV#fen-ESV-26113b
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