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あなたがたは、主にあっていつも喜びなさい。 

繰り返して言うが、喜びなさい。ピリピ人への手紙 

 

 

 

  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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 今日の主日には、講壇に立ってメッセージを語っている

はずです。 

 軽症の人が多い中、私は 2週間も隔離となりました。最

初は、いいリトリートだと思いましたが、体調も悪い中、

まったく集中力が持てず、祈りと賛美に溢れた時間とは、

ほど遠い日々でした。 しかし、そのような中にあって

も、主は共にいてくださるお方です。 

 後半は、集中力も少しづつ戻ってきて、カリフォルニア

での全部で 8回分のメッセージの準備をすることが出来ま

した。 幸いだったのは、味覚、臭覚はあったことです。

これで食べる楽しみがなくなったらと思うとぞっとしま

す。主は耐えられない試練には遭わせないお方です。 

 私の場合、肺がずいぶん重たくなったので、やはり高齢

の方は、持病を抱えている方は、要注意です。 

 皆さんのお祈りとサポートを感謝いたします。 

                     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 

 

←教会 HP 

オンライン献金→ 
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2022年 6月 26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

 

 

   「偉大な光」 

  「私たちは一つ」 

  「主は我らの太陽」 

  「とこしえまで」 

                                      

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

特別賛美    ハレルヤ神の聖所で      HCCバンド（録画） 

  

Scripture
聖 書 朗 読

  使徒の働き 3章 1節～10節  

 

メッセージ   「聖霊に満たされ続ける」    関真士牧師    

 

   

Worship Song
賛  美

   「奇跡」  

 

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。 

 本日の礼拝後、関牧師夫妻は、すぐにホノルル空港へ向か

います。 

 奉仕の予定です。 

  ＊マウントハーモン修養会（北加サンタクルーズ） 

   6 月 26 日（日）～7 月 2 日（土）全 6 回のメッセージ 

  ＊サウスベイホーリネス教会 7 月 3 日（日）主日礼拝 

  ＊サンタバーバラ夏期修養会 7 月 5 日（火）～8 日（金）  

                木曜日の夜：聖会メッセージ 

 

   どうぞお祈りください。 

   関牧師は、8 日（金）に戻る予定です。 

    

 次週 3 日の礼拝では、マッカーター政子さんが証詞をして

くださいます。 

 聖餐式は、第二週 10日（日）に持たれます。 

 祈祷会 水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am   

 中川祐真＆靖子夫妻へのラブオファリングを受け付けてい

ます。 

 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                                                                 June 26. 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  「聖霊に満たされ続ける」 使徒の働き 3章 1節～10節  関真士牧師                

    

       次週のメッセージ 「目に見えない神」 エレミヤ書 29章 11節 伝道者の書 3 章 1，2 節  

                                     証詞者:マッカーター政子 

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

① 私たちは「私たちを見なさい」と言える者たちでしょうか。教会員一人一人を思い浮かべなが

ら考えてみましょう。 

また、私たちは、私たちの何を見せるのでしょうか。 

 

 

 

 

② 自分の内におられる聖霊は、どんな時に、あなたの内から現れるでしょうか。あなたが何かを

しているとき、あなたが何か考えているとき、あなたが祈っているとき、賛美しているとき…

などなど。 

 

 

 

 

③ ＊＊してください、ではなく、私たちにさせてくださいという祈り、この祈りを心から捧げる

ことができるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 68篇 19，29節 Psalm  

ほむべきかな、主。日々、私たちの重荷を担われる方。この神こそ、私たちの救い。 

神は、私たちの救いの神。 

Blessed be the Lord, who daily bears us up; God is our salvation.  Our God is a God of salvation, and 
to GOD, the Lord, belong deliverances from death. 



 
使徒の働き 3 章 1〜10 節 

ペテロとヨハネは、午後三時の祈りの時間に宮に上って行った。すると、生まれつき足の不自由な人が運ばれ

て来た。この人は、宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日「美しの門」と呼ばれる宮の門に置いても

らっていた。彼は、ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めた。ペテロは、ヨハネとともに

その人を見つめて、「私たちを見なさい」と言った。彼は何かもらえると期待して、二人に目を注いだ。 

すると、ペテロは言った。「金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリスト

の名によって立ち上がり、歩きなさい。」そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶ

しが強くなり、躍り上がって立ち、歩き出した。そして、歩いたり飛び跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二

人と一緒に宮に入って行った。々はみな、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが、宮の美

しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに、ものも言えないほど驚

いた。 

 

 

 Acts3:1-10 
 Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. 2 And a man lame from birth 
was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate to ask alms of those 
entering the temple. 3 Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. 4 And Peter 
directed his gaze at him, as did John, and said, “Look at us.” 5 And he fixed his attention on them, expecting to receive 
something from them. 6 But Peter said, “I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of 
Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!” 7 And he took him by the right hand and raised him up, and immediately 
his feet and ankles were made strong. 8 And leaping up, he stood and began to walk, and entered the temple with 
them, walking and leaping and praising God. 9 And all the people saw him walking and praising God, 10 and recognized 
him as the one who sat at the Beautiful Gate of the temple, asking for alms. And they were filled with wonder and 
amazement at what had happened to him. 
 

 

使徒の働き 4 章 29〜31 節 主よ。今、彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたのみことばを大胆

に語らせてください。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒やしとしるしと不

思議を行わせてください。」彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の

ことばを大胆に語り出した。 

29 And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with 
all boldness, 30 while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of 
your holy servant Jesus.” 31 And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, 
and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. 
 

 

 

 


