
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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 受難節、復活祭が終わり、先週は、洗礼式、転入式、幼

児祝福式もあり、喜びと感謝に満ちあふれた時を過ごしま

した。 

 今度は、復活のイエスと弟子たちとの出会い、そしてペ

ンテコステ（聖霊降臨）へと進んで行きます。 

 イエスの十字架と復活の目撃者である弟子たちは、聖霊

の力を受けて、全世界に遣わされていきます。そして、こ

こから始まった福音の宣教は、土地を超えて、時間を超え

て、アメリカまで届き、日本まで届き、まさに地の果てま

でに届き、そして「自分」にまで届けられました。 

 あの十字架の前の夜に、イエスを捨てて逃げてしまった

弟子たちでしたが、聖霊の力を受けることで、ヨハネ以外

の弟子たちは全員が殉教の死を遂げるまで、イエスに従

い、福音を宣べ伝え続けました。 

 これからの展開が楽しみです。    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 4月 24 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

 

 

   「命の光」 

  「私たちは一つ」 

  「主は我らの太陽」 

  「たたえよ神の名を」 

                    

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

 

Scripture
聖 書 朗 読

  ヨハネ福音書 20章 19節～23節  

 

Message
メッセージ

    「恐れから喜びへ」    関真士牧師           

 

Worship Song
賛  美

   「Amazing Grace」  

 

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。 

 野村徹夫さんは 4月 16日昼、平安の内に、天の父の御許に

召されました。98歳でした。ご家族の上に、主の慰めをお

祈りいたします。 

 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。 

 サンデースクールの奉仕者を募集しています。 

 礼拝後の報告のアナウンスをしてくださる方を募集してい

ます。 

 コーヒーアワーの奉仕が与えられました。感謝します。 

 祈祷会 水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am   

 次週の礼拝では、聖餐式があります。 

 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                                                                 Apr 24. 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  「恐れから喜びへ」 ヨハネ福音書 20章 19 節～23節 関真士牧師      

             

          次週のメッセージ 「その一人のために」ヨハネ福音書 20章 24節～29節 関牧師                  

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

① 「こんなはずじゃなかった」という計算違いが人生に起こることがあります。その時「どうし

て」という問いと、「何のために」という問いと、あなたはどちらを問うでしょうか。これまで

の信仰生活の中で、「なるほど、このためだったのか」と言えることが何があったでしょうか。 

 

 

 

 

② イエスは、あなたの存在の、あなたの問題の真ん中に立たれています。「シャローム、平安あ

れ」と宣言してくださっています。この事を信じることができますか。 

 

 

 

 

③ 自分は、神から遣わされた者であると自覚できますか。あなたは、どこに遣わされていますか。

何を伝えるために遣わされていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 100 篇 1、2，4 節 Psalm  

全地よ、主に向かって喜びの声をあげよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。

感謝しつつ、主の門に、賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、御名をほめたたえよ。 

 Make a joyful noise to the LORD, all the earth! Serve the LORD with gladness! Come into his presence 

with singing! Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Give thanks to him; bless 

his name! 



ヨハネ福音書 20章 19節～23節 

その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいた所では、ユダヤ人を恐れて戸

がしめてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。「平安があなたがたにあるように。」 

こう言ってイエスは、その手とわき腹を彼らに示された。弟子たちは、主を見て喜んだ。 

イエスはもう一度、彼らに言われた。「平安があなたがたにあるように。父がわたしを遣わしたように、

わたしもあなたがたを遣わします。」 

そして、こう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。 あなたがたがだれ

かの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それはその

まま残ります。」 

 

John 20:19-23 
19 On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the 

Jews, Jesus came and stood among them and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed 

them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21 Jesus said to them 

again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you.” 22 And when he had said this, 

he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven 

them; if you withhold forgiveness from any, it is withheld.” 

 


