
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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 イエスのあわれみの深さ、それはどれほど深いのか、

あまりに深くて及びもつきません。 

 聖なる神の御子が、小さな、罪人である自分のため

に、十字架で命を捨てたこと、この深さは、全人類の頭

脳と、すべての書物、スーパーコンピューターを持って

来ても知り尽くすことのできない程の深さです。 

  

 「主よ、あわれんでください」この告白を主に向かっ

て叫ぶことの出来る人は幸いです。 

 人として、言いたくないセリフでもあります。しか

し、神のあわれみなくして、やっていけるほど人間は、

強くありません。清くありません。知識も知恵もありま

せん。 

 

 神のあわれみとは、神の恵みの具体的な現れです。恵

みとあわれみは、いつもセットです。 

 「主よ、あわれでください」と叫ぶ者たちでありたい

と思います。  

           

                   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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2022年 2月 27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

 

   「命のひかり」 

  「私たちは一つ」 

  「Reach out and Touch You」 

  「奇跡」   

       

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     マタイの福音書 20章 29節～34節 

 

Message
メッセージ

    「イエスのあわれみ③」   関真士牧師 

 

 

Worship Song
賛  美

   「主は、良いお方」 

 

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。 

 木原耕一さんは、2月 18日（金）未明、天父の御許に召さ

れました。ご家族の上に主の慰めが豊かにありますように。 

 水曜日 3 月 2 日から、受難節（レント）に入ります。毎週

水曜日７PM レントの期間、ZOOMによる学び会を持ちます。

どうぞご参加ください。 

 「受難節 黙想のしおり」が配布されています。受難節の

期間のデヴォーションのために用いてください。 

 次週から、「十字架の豊かさ」をテーマにメッセージが始

まります。 

 祈祷会 水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am   

 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                                                                 Feb 27. 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 「イエスのあわれみ③」 マタイ 20章 29節～34節 関真士牧師  

         次週のメッセージ 受難節「十字架は、神の力」１コリント１章 18節、23節～25節 

               

 

●分かち合いのポイント 

 

① 罰せられ、疎外され、貧しさの中にあった二人の盲人。現代における人生の道端にも大勢の

同じ状況にある人々がいます。その人々へ、私たちが伝えられる福音のことばとは、どんな

言葉でしょうか。 

 

 

 

 

 

② あなたはイエスに向かって叫んだことがありますか。イエスに対して、あなたの自身の言葉

は、すべて表現されていますか。 「黙れ」というこの世の力に抑圧されて、表現し切れて

いない言葉が残っていませんか。 

 

 

 

 

 

③ イエスから「わたしに何をしてほしいのですか」と語られたら、何と答えますか。 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 150篇 1節～2節 Psalm  

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 God in his sanctuary;    praise him in his mighty heavens!  Praise him for his mighty deeds; 

 praise him according to his excellent greatness! 



 

マタイの福音書 20章 29 節～34節 

さて、一行がエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると見よ。道端に座っていた目の

見えない二人の人が、イエスが通られると聞いて、「主よ、ダビデの子よ。私たちをあわれんでください」と叫

んだ。群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます、「主よ、ダビデの子よ。私たちをあわれんで

ください」と叫んだ。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。「わたしに何をしてほしいのですか。」彼

らは言った。「主よ、目を開けていただきたいのです。」イエスは深くあわれんで、彼らの目に触れられた。す

ると、すぐに彼らは見えるようになり、イエスについて行った。 

 

 

Matthew 20：29～34は 
29 And as they went out of Jericho, a great crowd followed him. 30 And behold, there were two blind men sitting by the 

roadside, and when they heard that Jesus was passing by, they cried out, “Lord,[a] have mercy on us, Son of 

David!” 31 The crowd rebuked them, telling them to be silent, but they cried out all the more, “Lord, have mercy on us, 

Son of David!” 32 And stopping, Jesus called them and said, “What do you want me to do for you?” 33 They said to him, 

“Lord, let our eyes be opened.” 34 And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered their sight and 

followed him. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2020:29-34&version=ESV#fen-ESV-23820a

