
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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 息子が牧師になると聞いて、先生は、どうなんですか？ 

やっぱり、嬉しいでしょう、と言われることがあります。 

 牧師という働きには、後継ぎという発想はありません。

あくまでも本人の意志によります。息子が自分の意志で父

親と同じ職業を選ぶということは、父親としては、自分の

生き方が肯定されたような嬉しさがあります。この思いが

あるのも事実です。 

 しかし、それ以上に嬉しいのは、本人が自分と神との関

係の中で、生きるべき道を見出し、その道を選んだという

ことです。その意味では、たとえ牧師にならなくても、ど

んな職業でも喜ぶと思います。 

 また嬉しさと同時に、戦地に子供を送る親のような心境

かもしれません。牧師の働きは、決して楽ではありませ

ん。もちろん、どんな仕事でもそうですが、最もストレス

のかかる仕事のベスト３に入るというレポートもありま

す。神学校を卒業後、5年で8割が牧師を辞めるという統計

もあります。これも現実です。しかし、召してくださった

のは主です。主に召されたという現実が勝ります。主の真

実のゆえに、同労者として奉仕していきたいです。 関師 

 

 
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 4月 11 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

 

 

「マジェスティ」 

                   「私たちは一つ」 

「あなたがすべて」 

「すべてが生きる」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

特別賛美      シャロンフラチーム 

 

Scripture
聖 書 朗 読

      ヨハネ福音書 8章 1節～11節 John 

Message
メッセージ

     「イエスの元から離れない」  関勇矢牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「傷跡」 

 

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。 

 本日の礼拝では、宣教支援献金があります。 

 本日の礼拝では、肥田仁司さんによる、讃美画の賛美があ

ります。作品は、希望者に頒布しています。 

 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 

 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。 

 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                                                                  Apr 11. 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 「イエスの元から離れない」ヨハネ 8章 1節～11節  関勇矢牧師 

                                  

      次週のメッセージ  「真の自分を生きる② 神の子供としての自分」 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 語られたこと、感じたこと、考えたこと、分かち合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 

 

詩篇 68篇 19〜20節 

ほむべきかな主。日々私たちの重荷を担われる方。この神こそ私たちの救い。神は私たちの救いの

神。死を免れるのは私の主神による。 

Psalm 68:19,20 

Blessed be the Lord, who daily bears us up; God is our salvation. Our God is a God of 

salvation, and to God, the Lord, belong deliverances from death. 

 



ヨハネの福音書 8章 1〜11 節 

イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く、イエスは再び宮に入られた。人々はみな、みもとに寄って来

た。イエスは腰を下ろして、彼らに教え始められた。すると、律法学者とパリサイ人が、姦淫の場で捕らえら

れた女を連れて来て、真ん中に立たせ、イエスに言った。「先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モ

ーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。」彼ら

はイエスを告発する理由を得ようと、イエスを試みてこう言ったのであった。だが、イエスは身をかがめて、

指で地面に何か書いておられた。しかし、彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。「あなたが

たの中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。」そしてイエスは、再び身をかがめて、地面に何かを書

き続けられた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人、また一人と去って行き、真ん中にいた女

とともに、イエスだけが残された。イエスは身を起こして、彼女に言われた。「女の人よ、彼らはどこにいます

か。だれもあなたにさばきを下さなかったのですか。」彼女は言った。「はい、主よ。だれも。」イエスは言われ

た。「わたしもあなたにさばきを下さない。行きなさい。これからは、決して罪を犯してはなりません。」 

 

John8:1-11 

1 but Jesus went to the Mount of Olives. 2 Early in the morning he came again to the temple. All 

the people came to him, and he sat down and taught them. 3 The scribes and the Pharisees brought 

a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst 4 they said to him, “Teacher, 

this woman has been caught in the act of adultery. 5 Now in the Law, Moses commanded us to stone 

such women. So what do you say?” 6 This they said to test him, that they might have some charge 

to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. 7 And as they 

continued to ask him, he stood up and said to them, “Let him who is without sin among you be the 

first to throw a stone at her.” 8 And once more he bent down and wrote on the ground. 9 But when 

they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone 

with the woman standing before him. 10 Jesus stood up and said to her, “Woman, where are they? 

Has no one condemned you?” 11 She said, “No one, Lord.” And Jesus said, “Neither do I condemn 

you; go, and from now on sin no more.”]] 

 

 


