
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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 いよいよ今週の水曜日から受難節（レント）が始まりま

す。「灰の水曜日」と呼ばれますが、「灰」とは、悔い改め

を意味しています。 

 このように暦が、聖書に導かれることはとても良いこと

だと思います。一週間が7日間であること、週一日は休日

があることも、聖書からもたらされた暦のサイクルです。  

 そして毎年3月、4月になると、受難節、復活祭がありま

す。 

 ただ、それがただの慣習に終わってしまうなら、意味が

なくなってしまいます。受難節がまず「灰、悔い改め」か

ら始まるならば、私たちは真に悔い改めの時を持ちたいと

思います。 

 私たちの信仰の焦点は、十字架を向いているでしょう

か。方向は合っているでしょうか。 

 そのことを確認して、私たちは、同じ方向を向いて受難

節の時を過ごしてまいりましょう。今年は、どんな新しい

発見、新しい恵みがあるでしょうか。期待していきましょ

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 3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

 

 

「罪とがを赦され」 

                   「私たちは一つ」 

「いさおなき我」 

「十字架のかげに」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

      ピリピ 2章 1節～11 節        Phillipians 

Message
メッセージ

      「十字架 それはイエスの心」  関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「我が望みは」 

 

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。 

 本日から受難週に入ります。 

 今週 2 日（金）午後 2 時 聖金曜日礼拝があります。会堂

礼拝とオンライン配信をいたします。証詞者は、高本千夏

さんです。 

 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 

 関牧師は、サバティカル休暇を終えて職務に復帰いたしま

した。皆様のお祈りを感謝いたします。 

 4 月 11 日の礼拝では、関勇矢牧師のメッセージとなりま

す。勇矢夫妻は、5 月 4 日に LA に発ち、トーランスにある

サウスベイ教会に赴任する予定です。 

 関勇矢＆愛美夫婦へのラブオファリングを受け付けていま

す。チェックの宛先は Yuya Seki までお願いします。 

 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 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                                                                  Mar 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 「十字架 それはイエスの心」ピリピ書 2章 1節～11節  関真士牧師 

                                  

      次週のメッセージ  「真の自分を生きる① 新しく造られた者」Ⅱコリント 5章 17節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 愛することの喜びを経験すること。愛することの困難、無力さを経験すること。この二つの経験がある時

に成長への願いが生じます。自分の内には、この二つの経験があるでしょうか。それが成長への願望に結

びついているでしょうか。 

 

 

 

② 虚栄心、自己卑下という心は、本当の自分の姿を見失っている所から生じます。あなたは、人の目や評価

ではなく、神の愛の中に自分の本当の姿を見出しているでしょうか。 

 

 

 

 

③ 十字架に現わされたイエスの心とは、どんな心でしょうか。それぞれ分かち合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

●●賛美の御言葉 詩篇 104 篇 1 節 Psalm 104:1 

わがたましいよ 主をほめたたえよ。わが神 主よ あなたはまことに大いなる方。 

あなたは威厳と威光を身にまとっておられます。 

Bless the Lord, O my soul! O Lord my God, you are very great! 

You are clothed with splendor and majesty 

 

 

 



ピリピ書 2章 1節～11節 

ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情とあわれみがあるな

ら、あなたがたは同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たして

ください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分よりすぐれた者と

思いなさい。それぞれ、自分のことだけでなく、ほかの人のことも顧みなさい。キリスト・イエスのうちにあ

るこの思いを、あなたがたの間でも抱きなさい。 

キリストは、神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、 

ご自分を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自ら

を低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべて

の名にまさる名を与えられました。それは、イエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあ

るもののすべてが膝をかがめ、すべての舌が「イエス・キリストは主です」と告白して、父なる神に栄光を帰

するためです。 

 

Philippans 2:1-11 

So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, 

any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, 

being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility 

count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, 

but also to the interests of others.  Have this mind among yourselves, which is yours in Christ 

Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be 

grasped, but emptied himself, by taking the form of a servant, being born in the likeness of 

men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of 

death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name 

that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on 

earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God 

the Father. 

 


