
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15章13節） 

 

  

 

  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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 いよいよ今週の水曜日から受難節（レント）が始まりま

す。「灰の水曜日」と呼ばれますが、「灰」とは、悔い改め

を意味しています。 

 このように暦が、聖書に導かれることはとても良いこと

だと思います。一週間が7日間であること、週一日は休日

があることも、聖書からもたらされた暦のサイクルです。  

 そして毎年3月、4月になると、受難節、復活祭がありま

す。 

 ただ、それがただの慣習に終わってしまうなら、意味が

なくなってしまいます。受難節がまず「灰、悔い改め」か

ら始まるならば、私たちは真に悔い改めの時を持ちたいと

思います。 

 私たちの信仰の焦点は、十字架を向いているでしょう

か。方向は合っているでしょうか。 

 そのことを確認して、私たちは、同じ方向を向いて受難

節の時を過ごしてまいりましょう。今年は、どんな新しい

発見、新しい恵みがあるでしょうか。期待していきましょ

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 2月 14 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

 

 

「驚くばかりの」 

                   「私たちは一つ」 

「主は良いお方」 

「あがめます主の御名」 

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

  

 

Scripture
聖 書 朗 読

      1コリント 1章 18 節～25節 1Corinthians 

Message
メッセージ

      「十字架は神の力」    関真士牧師 

 

Worship Song
賛  美

    「もう振り向かない」 

 

Doxology
頌 栄

   Benediction
祝 祷

  

 

 

 

 

 

- 報 Announcement 告 - 

 

 会堂礼拝は、朝９時から始まります。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、シャロンフラチームによる賛美がありま

す。 

 教会への献金は、会堂にある献金箱に入れるか、オンライ

ン献金をご利用いただくか、チェックを教会に郵送してく

ださい。2207 Oahu Ave.   Honolulu,  HI  96822 

 今後の礼拝では、第二週にシャロンフラチーム、第三週に

宣教支援献金を行うようになります。 

 礼拝メッセージの同時通訳があります。  

Translat ion System : (605) 562-0400 & Enter 

5056437#  

  （通話料が課金されます）  

  教会の E メールアドレスが変わります。  

新アドレス  office@honoluluchristian.church   

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今週水曜日、ZOOM 聖書クラス ７PM 

 今週木曜日、ZOOM-弟子訓練 10:00am 担当：関牧師 

 今週金曜日、ZOOM ９AM 一緒にディヴォーショ 

 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。 

 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                                                                  Feb 14. 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 「十字架は、神の力」1コリント 1章 18節～25節  関真士牧師 

                                  

          次週のメッセージ 「受難節① 誰が信じるのか」イザヤ 53章 1節～3節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 自分の信仰のありかたとして、上に上って獲得しようという生き方と、降ってきたものを受け取るという

生き方と、どちらでしょうか。 

 

 

 

 

 

② 神の愛の力の前に、負けを認めることができますか。神の愛に負けることが、真の勝利です。 

 

 

 

 

 

③ 「神の弱さは人よりも強いからです。」 この御言葉について分かち合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 24 篇 9～10 節     Psalm 24:9-10 

門よ おまえたちの頭を上げよ。 永遠の戸よ 上がれ。 栄光の王が入って来られる。 

栄光の王 それはだれか。 万軍の主 この方こそ栄光の王。  

Lift up your heads, O gates! And lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come 

in. Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory! 

 



Ⅰコリント 1章 18節～25節 

十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。「わたしは知恵ある

者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去る」と書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのです

か。学者はどこにいるのですか。この世の論客はどこにいるのですか。神は、この世の知恵を愚かなものにさ

れたではありませんか。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。そ

れゆえ神は、宣教のことばの愚かさを通して、信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人はしるしを要求

し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣べ伝えます。ユダヤ

人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシア人であっても、召

された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人

よりも強いからです。 

 

1Corinthians 1:18-25 

For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it 

is the power of God. For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment 

of the discerning I will thwart.” Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the 

debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since, in the wisdom 

of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we 

preach[a] to save those who believe.  For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we 

preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles, but to those who are 

called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of 

God.  For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than 

men. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1corinthians+1%3A18-25&version=ESV#fen-ESV-28368a

