
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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 今年の感謝祭も、教会でのポトラック・パーティはあり

ません。とても寂しいですが、こんな時だからこそ、本来

の感謝祭の精神を取り戻す良い機会だと思います。 

 ご存知のように、信仰の自由を求めてメイフラワー号に

乗ってアメリカ大陸に渡ってきた清教徒たち。冬の厳しさ

と飢え、疫病によって多くの人が亡くなりましたが、その

窮状を助けたのがネイティブ・アメリカンの人たちでし

た。 

 清教徒たちは、彼らの無償の助けに感謝し、神に礼拝を

捧げ、今で言うポトラック・パーティを開いたのです。そ

こには、神への礼拝とネイティブ・アメリカンへの感謝が

ありました。 

 私たちは、この祭りを大切にしたいものです。この祭り

の真の意味を取り戻しましょう。消費社会に飲み込まれ、

物欲が掻き立てられている状況から、神への礼拝と、感謝

を捧げる、そのような時といたしましょう。 

                    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 21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

 

   「聴け我らの賛美を 

  「私たちは一つ」 

  「あなただけが我らの神」 

  「主をほめよ高らかに」 

   

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

宣教支援献金 

 

Scripture
聖 書 朗 読

     詩篇 81篇 

 

Message
メッセージ

    「祭りを祝おう」    関真士牧師 

 

 

Worship Song
賛  美

   「感謝と喜びを」 

 

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。 

 本日の礼拝では宣教支援献金があります。どうぞ祈りと献

金をお願いいたします。 

 本日の讃美画は、お休みです。 

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 次週の感謝祭礼拝では、礼拝後、マウカハウスのヤードで、

スナックの時を持ちます。 

 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。 

 感謝祭 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 21 . 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  詩篇 81篇 1節～16節 関真士牧師 

                                                                   

         次週のメッセージ   待降節第一週  関真士牧師        

 

●分かち合いのポイント 

 

① 礼拝とは、祭りです。私たちは過去の恵みを想い、神に喜び叫び、礼拝します。この一週間の中で与え

られた恵みを分かち合ってみましょう。 

 

 

 

 

② 感謝祭の歴史を見ると、神の力と人間の弱さが分かります。愛することにおいて弱い私たちが、どうし

たら、神の家族としての一体感を保つことが出来るのでしょうか。 

 

 

 

 

 

③ 私たちは、神の最高の祝福を得ています。そして、その祝福を分かち合う、祝福の源です。あなたにと

って、数ある祝福の中で、何が最高の祝福でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 66篇 1〜2節、4 節 

 

全地よ、神に向かって喜び叫べ。御名の栄光をほめ歌い、神の誉れに栄光を帰せよ。全地はあなたを

伏し拝みます。あなたをほめ歌い、あなたの御名をほめ歌います。 

Psalm 66：1，2，7 

Shout for joy to God, all the earth; sing the glory of his name; give to him glorious praise! All 

the earth worships you and sings praises to you; they sing praises to your name.”  



 

詩篇 81篇 1〜16節 

1喜び歌え、私たちの力なる神に。喜び叫べ、ヤコブの神に。 

2ほめ歌を歌いタンバリンを打ち鳴らせ。麗しい音色の竪琴を琴に合わせてかき鳴らせ。 

3新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。私たちの祭りの日に。 

4これはイスラエルのためのおきて、ヤコブの神のための定めである。 

5 神がエジプトの地に向かって出て行かれたとき、ヨセフのうちにそれをさとしとして授けられた。私はまだ

知らなかったことばを聞いた。 

6「わたしは彼の肩から重荷を除き彼の手を荷かごから離してやった。 

7 苦しみの中であなたは叫び、わたしはあなたを助け出した。わたしは雷の隠れ場からあなたに答え、メリバ

の水のほとりであなたを試した。 

8聞けわが民よ。わたしはあなたを戒めよう。イスラエルよわたしの言うことをよく聞け。 

9あなたのうちに異なる神があってはならない。異国の神を拝んではならない。 

10わたしは、あなたの神主である。わたしがあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開け

よ。わたしがそれを満たそう。 

11しかし、わたしの民はわたしの声を聞かず、イスラエルはわたしに服従しなかった。 

12それでわたしは彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのはかりごとのままに歩ませた。 

13ああ、ただわたしの民がわたしに聞き従い、イスラエルがわたしの道を歩んでいたなら。 

14わたしはただちに彼らの敵を征服し、彼らに逆らう者に手を下したのに。 

15主を憎む者どもは主にへつらうが彼らの刑罰の時は永遠にまで至る。 

16しかし主は最良の小麦を御民に食べさせる。わたしは岩から滴る蜜であなたを満ち足らせる。」 

Psalm 81 

Sing aloud to God our strength; shout for joy to the God of Jacob! 

2 Raise a song; sound the tambourine, the sweet lyre with the harp. 

3 Blow the trumpet at the new moon, at the full moon, on our feast day. 

4 For it is a statute for Israel, a rule of the God of Jacob. 

5 He made it a decree in Joseph when he went out over[c] the land of Egypt. 

I hear a language I had not known:6 “I relieved your[d] shoulder of the burden; your hands were 

freed from the basket.7 In distress you called, and I delivered you; I answered you in the secret 

place of thunder;    I tested you at the waters of Meribah. Selah 

8 Hear, O my people, while I admonish you! O Israel, if you would but listen to me!9 There shall be 

no strange god among you; you shall not bow down to a foreign god.10 I am the LORD your 

God, who brought you up out of the land of Egypt.    Open your mouth wide, and I will fill it. 

11 “But my people did not listen to my voice; Israel would not submit to me.12 So I gave them over 

to their stubborn hearts, to follow their own counsels.13 Oh, that my people would listen to 

me, that Israel would walk in my ways!14 I would soon subdue their enemies and turn my hand 

against their foes.15 Those who hate the LORD would cringe toward him, and their fate would last 

forever.16 But he would feed you[e] with the finest of the wheat, and with honey from the rock I 

would satisfy you.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2081&version=ESV#fen-ESV-15223c
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