
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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        HONOLULU CHRISTIAN CHURCH 

 ホノルル・キリスト教会 
  2207 OAHU AVENUE HONOLULU, HI 96822  

       日本語部オフィス 973-4335   

        事務局 office@honoluluchristian.church 

          関真士牧師 sekishinji89@gmail.com 

       Homepage： https://honoluluchristian.church  

  

 ホノルル教会は、ただの組織でも、クリスチャンの親睦

会でもありません。活けるキリストの体です。 

 ホノルル教会は、とても活動的です。様々なミニストリ

ーがあります。コロナになってから、少なくとも、6つく

らいの新しいミニストリーが始まりました。 

 それは一人一人が、「愛すること」に生きているからで

す。もっと愛を現わしたいというパッションは、内なる聖

霊の想いと御言葉の力によります。 

 そして、活動的であると同時に、インプット、つまり受

けることも大切です。身体の機能がそうであるように、栄

養を摂ることと、適度に運動することのバランスが大切で

す。 

 キリストの教会も同じです。私たちは、ますます主の恵

みを頂いて満たされていきたいと思います。同時にますま

す活動的でありたいと思います。キリストの体として、さ

らに成長していきましょう。      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 12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

 

   「聴けや歌声」 

  「私たちは一つ」 

  「牧人ひつじを」 

  「荒野の果てに」 

   

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

Scripture
聖 書 朗 読

     ヨハネ 3章 16節～21 節 

 

Message
メッセージ

   待降節第二節 「永遠のいのち」 関真士牧師 

 

 

Worship Song
賛  美

   「永遠にあなたと」 

 

Doxology
頌 栄

   Benediction
祝 祷

  

 

 

 

- 報 Announcement 告 - 

 

 会堂礼拝は、朝 8 時 s45 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、聖餐式があります。主の十字架を想い、

心を整えて聖餐にあずかりましょう。 

 次週 12 日は、「心に光を講壇交換」です。HCC には冬木友

博牧師（IJCC）がご奉仕してくださいます。関牧師はパー

ルシティ、マーク今村インターン生はワイキキ集会で奉仕

します。 

 心に光の献金チェックの宛先は“AHJCC”。またオンライン

でも献金できます。https://www.ahjcc.org    

 今週水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am 

 今年のキャンドルライトサービスは、24 日 6：30PM 会堂

とオンライン配信の両方で開催します。 

 クリスマス 特別献金にご協力ください。 

 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。 

 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                                                                 Dec 5 . 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  待降節第二節「永遠のいのち」 ヨハネ福音書 3章 16 節～21節  

                                  関真士牧師 

                                                                   

        次週のメッセージ  待降節第三節「心に光を講壇交換」 冬木友博牧師（ＩＪＣＣ）        

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなたにとって、最近、永遠の命を意識する時がありましたか。 

 

 

 

 

② 限りある命は時間です。永遠の命とは時間ではありません。天の父とイエスとの人格的な関係＝愛の関

係に生きることが永遠の命に生きることです。あなたは、永遠の命を得ていますか。 

 

 

 

 

③ あなたの内から永遠の命に至る泉が湧き上がっているのです。あなたは、永遠の命を生きていますか。 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 ルカ福音書 1章 46 節～50節  Luke 

私のたましいは主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この卑しいはしために目を留めてく

ださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いな者と呼ぶでしょう。力ある方が、

私に大きなことをしてくださったからです。その御名は聖なるもの、主のあわれみは、代々にわたって主を恐

れる者に及びます。 

My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked on the 

humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed; for he 

who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those 

who fear him from generation to generation. 



ヨハネ福音書 3章 16節～21節 

16神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅

びることなく、永遠のいのちを持つためである。 

17神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである。 

18 御子を信じる者はさばかれない。信じない者はすでにさばかれている。神のひとり子の名を信じなかったからで

ある。 

19そのさばきとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。 

20悪を行う者はみな、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。 

21しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。" 

 

John 3:16-21 

16 “For God so loved the world,[a] that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have 

eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be 

saved through him. 18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, 

because he has not believed in the name of the only Son of God. 19 And this is the judgment: the light has come into 

the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. 20 For everyone who 

does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. 21 But 

whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in 

God.” 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John%203:16-17&version=ESV#fen-ESV-26126a

