
◇◇◇◇◇◇◇◇ 集会案内 ◇◇◇◇◇◇◇◇  

礼 拝(第一） 毎日曜日 8:00～9:00AM ソーシャルホール 
  （第二） 毎日曜日 9:00～10:15AM  （夕拝）7:00～8:00PM 礼拝堂 
教会学校(子供､成人、ヤング) 毎日曜日 11:00～11:45AM 分級クラスルーム 
「境界線の学び」クラス 第三と第五日曜日 1:00PM～3:00P 会議室 
水曜集会 毎水曜日①10:00AM（ZOOMオンラインのみ） 
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  HONOLULU CHRISTIAN CHURCH 
 ホノルル・キリスト教会 
  2207 OAHU AVENUE HONOLULU, HI 96822  

  事務ｵﾌｨｽ 973-4335  緊急 277-5849 or 219-4349 
 

E-mail：インフォメーションセンター hccinfo2207@gmail.com 

事務局 office@hccjapan.org 

   関真士牧師 sekishinji89@gmail.com 

Homepage： https://honoluluchristian.church/  

前週集会 第一礼拝 第二礼拝 夕拝 礼拝合計 子供礼拝 

 - - - -  

『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5:13） 

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。 

 

12日から少人数による会堂での礼拝が再開し、教会の歩

みにも変化があります。振り返れば 3月中旬に、教会の建

物が一時閉鎖になり、約 4ヶ月が経とうとしています。今

も緊張と隣り合わせの中、教会は日英で話し合いを重ねつ

つ、慎重に前進を続けています。 

将来が見えにくいこの状況は、きょうを歩む私たちにと

って不安や恐れを抱かせます。コロナ前のあの安心できる

日常が、いかに恵みであったかを痛感させられます。 

 

この 4ヶ月間で、教会の働き、その形も今までとは変え

ざるを得ない中を通されて、今日があります。オンライン

礼拝、Zoomによる祈祷会や学び、電話連絡網を通してな

される対話、その他にも、閉鎖と同時に完成した教会ホー

ムページを見ると、いかにこの期間で新しいことがなされ

たか、その一つ一つに教会のたくましさを思います。 

 

かつての安心できる恵みの日常を待ち望みつつ、今、私

たち教会はどのように在るべきか？そのことを互いに問い

つつ、ともに歩み続けていきたく願います。高木牧人牧師 

風の吹くままに 
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2020 年 7月 19日 (9am & 7pm) 

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

 

「心に感謝を持ちながら」 

                   「私たちは一つ」 

「キリストイエスを基として」(聖歌 201) 

          「ワンボイス」 

Offering
献 金

 Prayer
祈 祷

 

Special
特 別

 Music
賛 美

              シャロンフラチーム 

Scripture
聖 書 朗 読

      詩篇 27篇 4-6 節     Psalm 

Message
メッセージ

     「一つの事を願い求めて」  高木牧人牧師 

Worship Song
賛  美

    「ただ一つの願い」 

Doxology
頌 栄

 & Benediction
祝 祷

 & Announcement
報 告

 

 

『一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私のいのちの日

の限り主の家に住むことを。主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らす

ために。 それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠しその幕屋のひそかな

所に私をかくまい岩の上に私を上げてくださるからだ。 今私の頭は私を

取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びのいけにえをささ

げ主に歌いほめ歌を歌おう。』  

“One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may 
dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the 
beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in 
his shelter in the day of trouble; he will conceal me under the cover of 
his tent; he will lift me high upon a rock. And now my head shall be 
lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent 

sacrifices with shouts of joy; I will sing and make melody to the 
Lord.” 



朝 9時、又は夜 7 時の会堂礼拝に参加される方はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで事前参

加予約して下さい。出席出来ない人には、オンライン礼拝を用意しま

す。 

●詳細は https://www.honoluluchristian.church/info-1 

- 報 Announcement 告 - 

 ホノルル教会の会堂礼拝が始まりました。 また、出席でき

ない方のために、オンライン礼拝も継続して配信しています。

朝の礼拝は９時から、夕拝は 19時からです。 

 本日は礼拝の中でシャロン・フラチームの特別賛美が捧げら

れます。 礼拝の献金は、前もって準備された献金箱に入れ

るか、オンライン献金、又は教会まで郵送してください。 

 聖日礼拝はCDCルールに則って礼拝をしています。今後、

様々な奉仕が必要となってきます。どうぞ、ご協力とお祈り

をお願いいたします。 

 平日、教会へ来られる方は、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。 

 ZOOMによる水曜祈祷会、朝10時～ 

ZOOMによる水曜大学生会、夕5時～ 

ZOOMによる木曜Tech会、午後2時半～ 

｢一日一章｣ Webの「HCC会員ﾍﾟｰｼﾞ」&「デｨﾎﾞｰｼｮﾝ」をｸﾘｯｸ 

 教会の駐車場は、新来会者、高齢者、障害者、乳児同伴家族の方々に優

先的に利用していただいています。許可制となっていますので、ご希望

の方は加藤誠彦兄まで声をかけてください。それ以外の方は、UHの無

料パーキングかストリート駐車をお願いします。 
 


