
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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  受難節、復活祭の日付は毎年変わります。それは、復活祭が

「春分の日の後の最初の満月から数えて最初の日曜日」と定め

られているからです。ここから逆算して受難節の日も決められ

ます。これは、紀元 325年に開かれたニカイア公会議という教

会会議で定められました。 

 ただし、これは聖書に書かれていることではないし、実際に

イエス・キリストが復活した日付ではありませんから、絶対的

なものではありません。伝統の一つです 

 イエスの復活が真実であるかフェイクであるか、それを一番

知っているのは、イエスの復活を宣べ伝えた使徒たちです。彼

らは、イエスが捕縛されたとき一斉に逃げてしまった者たちで

す。その彼らが、殉教の死を遂げるまでイエスの復活を伝えた

のです。人は偽りのために命をかけることはできません。 

 復活が真実であるからこそ、それを伝えるために命をかけた

のです。私たちも、イエスの復活を信じます。そして私たちも

同じように復活の体に変えられることを信じます。イエスの復

活は私たちの希望です。          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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2022年 4月 17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」 

  「主は栄光」  

  「主は御座におられる」 

                ＊讃美画 肥田仁司    

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

宣教支援献金 

 

特別賛美  シャロンフラチーム 

 

Scripture
聖 書 朗 読

  マタイ福音書 28章 1節～10節  

 

Message
メッセージ

    「復活祭礼拝 喜びの知らせ」  関真士牧師           

 

Worship Song
賛  美

   「喜びほめうたおう」 

 

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。 

 本日は、復活祭礼拝です。礼拝において、シャロンフラチ

ームによるフラ賛美、肥田仁司さんによる讃美画がありま

す。 

 受洗おめでとうございます！中山孝志さん、辻しげるさん 

 フリーランド・マナミさん、HCC 神の家族へ心から歓迎し

ます。 

 本日、キッズのエッグハントがあります。日本語部の礼拝

中に行います。親御さんは、礼拝に参加していただけます。 

 野村徹夫さん 在宅ホスピスケア。主の全き平安を祈ります。

（4月 13日現在） 

 サンデースクールの奉仕者を募集しています。 

 コーヒータイムの奉仕者を募集しています。 

 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                                                                 Apr 17. 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  復活祭礼拝「喜びの知らせ」マタイ 28：1～10 関真士牧師        

             

            次週のメッセージ 「恐れから喜びへ」 ヨハネ 20：19～23 関真士牧師                     

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

① マリヤたちの信仰は、「愛によって働く信仰」でした。あなたは、このような「愛によって働く

信仰」について、どう思いますか？ 逆に、愛のない信仰とは、どんな信仰でしょうか。 

 

 

 

 

② 墓は開かれています。あなたは墓の中に留まっているか、墓の外に出て来ているか、どちらで

しょうか。墓の中に戻ることはないでしょうか。イエスと共に墓の外に出て行きましょう。 

 

 

 

 

 

③ 自分には、神さまから、どんなライフメッセージが託されているでしょうか。あなたにしか伝

えられない言葉があります。 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 100 篇 1、2，4 節 Psalm  

全地よ、主に向かって喜びの声をあげよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。

感謝しつつ、主の門に、賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、御名をほめたたえよ。 

 Make a joyful noise to the LORD, all the earth! Serve the LORD with gladness! Come into his presence 

with singing! Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Give thanks to him; bless 

his name! 



マタイ福音書 28章 1節～10節 

さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。 

すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りて来て石をわきに転がし、その上に座ったからで

ある。 

その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。 

その恐ろしさに番兵たちは震え上がり、死人のようになった。 

御使いは女たちに言った。「あなたがたは、恐れることはありません。十字架につけられたイエスを捜している

のは分かっています。 

ここにはおられません。前から言っておられたとおり、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を

見なさい。 

そして、急いで行って弟子たちに伝えなさい。『イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あなたが

たより先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます』と。いいですか、私は確かにあなたがたに伝えま

した。」 

彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走って行った。 

すると見よ、イエスが「おはよう」と言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエ

スを拝した。 

イエスは言われた。「恐れることはありません。行って、わたしの兄弟たちに、ガリラヤに行くように言いなさ

い。そこでわたしに会えます。」 

 

Matthew 28：1－10 

Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other 

Mary went to see the tomb. 2 And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord 

descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. 3 His appearance was like 

lightning, and his clothing white as snow. 4 And for fear of him the guards trembled and became like 

dead men. 5 But the angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who 

was crucified. 6 He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he[a] lay. 7 Then 

go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to 

Galilee; there you will see him. See, I have told you.” 8 So they departed quickly from the tomb with fear 

and great joy, and ran to tell his disciples. 9 And behold, Jesus met them and said, “Greetings!” And 

they came up and took hold of his feet and worshiped him. 10 Then Jesus said to them, “Do not be 

afraid; go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me.” 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%2028:1-10&version=ESV#fen-ESV-24198a

