
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：

 

  

 

  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「聖霊降臨記念日」です。通常「ペンテコステ」

と呼ばれます。聖霊が降ったのは、五旬節の祭りの時でし

たが、この五旬節をギリシャ語でペンテコステと言いま

す。その意味は、50番目という意味で、五角形をペンタ

ゴンと言いますが、ここから来ています。 

 イエスが十字架に架かったのが、過ぎ越しの祭りで、そ

れから 50日目にペンテコステの祭りがあります。その時

に、聖霊が降ったのです。 

 このペンテコステの日の意味は、大きく分けて二つあり

ます。一つは、一人一人が聖霊の力を受けてキリストの証

人となるということです。これは宣教のための聖霊の力で

す。もう一つ、この日は教会の誕生日と言われています。

教会というイエスを信じる者たちの集まりが目に見える形

として現れた日です。 

 使徒の働き 2章 1節～4節から、二回に亘ってメッセー

ジする予定です。お祈りください。    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 6 月 5 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

 

 

   「新しい歌を」 

  「私たちは一つ」 

  「聖霊の神よ」 

  「その日全世界は」 

                                      

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

  

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

  使徒の働き 2章 1節～4節  

 

メッセージ   「聖霊降臨」     関真士牧師    

 

聖餐式 

   

Worship Song
賛  美

   「いのちの光」  

 

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。 

 本日の礼拝は、聖霊降臨記念日（ペンテコステ）礼拝です。

聖餐式があります。主の十字架を想い、心を備えましょう。 

 本日 12PM HCCファミリーミーティングがあります。 

 本日 1：30PM マウカハウスにて、長谷川孝子、葵鼓美、

星野優、Elvis今村の 送別＆派遣の会があります。 

 公示 

2022 年 ホノルル教会日本語部 年度教会総会開催 

日時：6月 19日（日）1：30PM 会場：礼拝堂 

 年度総会に向けての大切なお知らせがあります。ウィーク

リーニュース及びウェブ上に掲載されますので、お読みく

ださい。コンピューターを使用しない方には郵送をいたし

ます。 

 6月 11日（土）ガレージセール マウカハウス ９AM 

物品のドーネーション、お手伝いを募集しています。 

 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。 



分かち合いのテーマ                                                                 June 5. 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  「聖霊降臨」  使徒の働き 2章 1節～4節  関真士牧師    

             

            次週のメッセージ 心に光を講壇交換 ジョン・バロー牧師                

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

① 「キリストの証人」とは、その存在と生き方を通して、イエスがキリストであることを証明す

る人という意味です。福音について知ることと、福音を生きることは違います。あなたは、イ

エス・キリストの福音を生きているでしょうか。 

 

 

 

 

② 自分の中に、キリストの証人になりたい、でもなれない、という聖なる葛藤がありますか？ 自

分は、聖霊の力を求めて祈る者でしょうか。  

 

 

 

 

③ あなたが、イエスの福音を語るとき、自分の発している言葉に聖霊の力を感じることがありま

すか。あなたが、神から託された、ライフメッセージは、何でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 68 篇 19，29 節 Psalm  

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。 

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. 
 



使徒の働き 2章 1〜4節 

五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。 

すると天から突然、激しい風が吹いて来たような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。 

また、炎のような舌が分かれて現れ、一人ひとりの上にとどまった。 

すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろなことばで話し始めた。 

 

 

 Acts2:1-4 
When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. 2 And suddenly there came from heaven a 
sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. 3 And divided tongues as of 
fire appeared to them and rested[a] on each one of them. 4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to 
speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. 
 

使徒の働き 1章 3〜5節 

イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。

四十日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命

じられた。「エルサレムを離れないで、わたしから聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授

けましたが、あなたがたは間もなく、聖霊によるバプテスマを授けられるからです。」 

 

使徒の働き 1章 8〜9節 

「しかし、聖霊があなたがたの上に臨むとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサ

マリアの全土、さらに地の果てまで、わたしの証人となります。」こう言ってから、イエスは使徒たちが見てい

る間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+2%3A1-4&version=ESV;NIV#fen-ESV-26941a
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