
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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 復活祭が過ぎましたが、復活の主との出会いは続きま

す。 

 マリヤたちが、弟子たちが、そしてトマスが、それぞれ

の仕方で復活の主に出会いました。 

 私たちも一人一人みんな、主との出会いが違うように、

クリスチャンとしての成長もスピードも、成長の仕方も、

みんな違います。 

 成長させてくださるのは神です。私たちは、それぞれに

対する神の導きを尊重します。決して、自分の描いている

成長の仕方やスピードで人を計らないことです。 

 自分が恵まれたメッセージが、恵まれた本が、恵まれた

学びが、必ずしも、その人にも同じように恵まれるかは分

かりません。それぞれの歩みに寄り添い、それぞれの歩み

を尊重する私たちでありたいと思います。  

               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 5月 1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

 

   「主をほめよ高らかに」 

  「私たちは一つ」 

  「あなたをたたえ」 

  「声」 

  「鹿のように」 

                    

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

使徒信条 

 

Scripture
聖 書 朗 読

  ヨハネ福音書 20章 24節～29節  

 

Message
メッセージ

    「その一人のために」    関真士牧師    

 

聖餐式        

 

Worship Song
賛  美

   「わが神、わが主よ」  

 

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、聖餐式が持たれます。主の十字架を想い、

心を備えましょう。 

 本日 12：30PM～ HCC ファミリミーティングがあります。

カンファランスルームと ZOOMの両方で開催します。どなた

でも是非ご参加ください。 

 コーヒーアワーの準備をしてくださる奉仕者が与えられま

した。感謝します。 

 礼拝後の報告のアナウンスをしてくださる方、サンデース

クールの奉仕者を募集しています。 

 5 日（木）6PM メンズ・フェローシップ親睦会があります。 

 次週 8日の礼拝は、マーム今村氏のメッセージです。 

 8日 12：30PM ～ 執事会があります。 

 関勇矢＆愛美夫妻は、バケーションのために、18 日から 5

月 3日までハワイに滞在します。 

 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                                                                 May 1. 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  「その一人のために」 ヨハネ福音書 20章 24節～29節 関真士牧師      

             

          次週のメッセージ マーク今村氏                  

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

① 「決して信じない」と言い切ったトマスの心境は？ 自分だったらトマスと同じ状況になった

ら、どんな反応をすると思いますか。 

 

 

 

 

② 「何のために」トマスは、7 日間の暗夜を過ごしたのでしょうか。あなたも、そのような魂の

暗夜を過ごしたことがありますか？ 

 

 

 

 

 

③ イエスは、見ないで信じる者は「幸い」だと言われました。あなたは、それが「幸い」な事だ

と思えますか。なぜ、それが「幸い」なのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 103篇 1、2節 Psalm  

わがたましいよ、主をほめたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる御名をほめたたえよ。 

わがたましいよ、主をほめたたえよ。主が良くしてくださったことを、何一つ忘れるな。 

Bless the LORD, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!  Bless the LORD, O my 

soul, and forget not all his benefits, 



 

ヨハネの福音書 20章 24〜29 節 

十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。 

そこで、ほかの弟子たちは彼に「私たちは主を見た」と言った。しかし、トマスは彼らに「私は、そ

の手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません」と

言った。 

八日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、

イエスがやって来て、彼らの真ん中に立ち、「平安があなたがたにあるように」と言われた。 

それから、トマスに言われた。「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、

わたしの脇腹に入れなさい。信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」 

トマスはイエスに答えた。「私の主、私の神よ。」 

イエスは彼に言われた。「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いで

す。」 

 

John 20:24-29 

24 Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. 25 So the 

other disciples told him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see in his hands the 

mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I 

will never believe.” 26 Eight days later, his disciples were inside again, and Thomas was with 

them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with 

you.” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, 

and place it in my side. Do not disbelieve, but believe.” 28 Thomas answered him, “My Lord and my 

God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are those who 

have not seen and yet have believed.” 

 


