
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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 今日は復活祭です。イエス・キリストは、確かに復活さ

れました。それは歴史の事実です。 

 キリスト教は「空虚な墓の上に立つ」と言われます。墓

の存在は、イエスが確かにこの地に存在し、十字架で死な

れたことを現わします。そして空虚であることは、復活を

現わします。墓はありますが、空っぽなのです。 

 イエスが今も生きておられることは、科学的に証明でき

ることではありません。しかし、イエスの復活の真偽を一

番知っているのは、イエスの復活を宣べ伝えた弟子たちで

す。彼らは大ウソつきなのか、それとも真実なのか。 

 あの臆病な、イエスを裏切った弟子たちが、偽りのため

に命をかけることは考えられません。彼らがみな殉教の死

を遂げるまで、迫害の中でもイエスの復活を宣べ伝えたの

は、聖書に書かれている通りにイエスが確かに復活したか

らです。 

 イエスが復活したので、私たちにも復活の希望があり、

「死は終わりではない」と言うことが出来るのです。  

                     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 4月 4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

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

      Ⅱ コ リ ン ト 5 章 15 節 ～ 17 節        

Phillipians 

Message
メッセージ

      「真の自分を生きる① 新しく造られら自分」  

                         関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「主イエスと歩く道」 

 

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。 

 本日は、復活祭です。礼拝では、聖餐式が執り行われます。

心を備えて聖餐にあずかりましょう。 

 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 4. 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 神との古い関係とは、どんなものでしょうか。怒りの神に対して、隠れる自分。都合の良い神に対して、

侮る自分。自分に思い当たることはありますか。 

 

 

 

 

② 神との新しい関係とは、愛の関係です。その愛の関係に生きる自分が、真の自分です。あなたは、真の自

分を生きていますか。 

 

 

 

 

 

③ キリストの愛が、自分を捕えている。この感覚を、どのような時に持ちますか。 

 

 

 

 

 

 

●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. 



 

コリント人への手紙第二 5章 14〜17節 

というのは、キリストの愛が私たちを捕らえているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての

人のために死んだ以上、すべての人が死んだのである、と。キリストはすべての人のために死なれました。そ

れは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きる

ためです。ですから、私たちは今後、肉にしたがって人を知ろうとはしません。かつては肉にしたがってキリ

ストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから、だれでもキリストのうちにあ

るなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 

ⅡCorinthians 5:14    For the love of Christ controls us, because we have concluded this: 

that one has died for all, therefore all have died; and he died for all, that those who live might no 

longer live for themselves but for him who for their sake died and was raised. From now on, 

therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ 

according to the flesh, we regard him thus no longer.  Therefore, if anyone is in Christ, he is a 

new creation. The old has passed away; behold, the new has come. 

 


