
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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 IJCCの中林義朗牧師の訃報に、誰もが大きな驚きと衝

撃を受けています。中林先生は、歳は私の一つ上なので、

今年 59歳だと思います。 

 中林ファミリー、IJCC教会のために、心から主に祈りま

す。 

 私たちの寿命は、いつなのか、誰にも分かりません。そ

の日は、ある日突然にやってくるものです。 死生観を確

立しておくことは、とても大事なことです。なぜならその

時は、例外なく誰にでも必ず訪れるからです。 

 どう死ぬかを考えることは、同時に今をどう生きるかに

つながります。死生観とは、その時に向けた生き方を考え

ることです。つまり人生のゴールから今を視るのです。 

 そんな縁起でもない…と一般的には思われるのかもしれ

ません。しかし、私たちはクリスチャンは、永遠の命をい

ただいています。私たちの人生のゴールは、天国の喜びで

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 5月 8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

 

 

   「生ける限り主を」 

  「私たちは一つ」 

  「聖い心」 

  「あなたは」 

                    

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

宣教支援献金 

 

Scripture
聖 書 朗 読

   1テモテ 4章 6節～16 節  

 

Message
メッセージ

    「Training in Godliness」  マーク今村氏    

 

Worship Song
賛  美

   「主よ、捧げます」  

 

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。 

 本日の礼拝では、宣教支援献金が持たれます。 

 4 月 27 日早朝 中林義朗牧師（IJCC）が逝去されました。

中林ファミリーのために IJCC教会のために、心から主の慰

めをお祈りいたします。 

 本日 12：30PM 執事会 

 礼拝後「分かち合いの時」を再開します。参加される方は、

10：30AM 教育館のドア付近にお集りください。 

 今週の祈祷会は、連合合同祈祷会です。 

 礼拝後、ラナイにスナック＆ドリンクが用意されています。

どうぞ歓談の時をお持ちください。また英語部の礼拝が始

まりましたら、お静かにお願いします。 

 中川祐真先生は、5月 21日（土）アズベリー神学校を卒業

する予定です。 

 祈祷会 水曜日、ZOOM-祈祷会 10:00am   

 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                                                                 May 8. 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  「Training in Godliness」 1テモテ 4：6－16 マーク今村氏        

             

          次週のメッセージ 「イエスとの朝食」ヨハネ福音書 21章 1節～14節 関真士牧師                  

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 103篇 1、2節 Psalm  

わがたましいよ、主をほめたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる御名をほめたたえよ。 

わがたましいよ、主をほめたたえよ。主が良くしてくださったことを、何一つ忘れるな。 

Bless the LORD, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!  Bless the LORD, O my 

soul, and forget not all his benefits, 

 



テモテへの手紙第一 4章 6〜16節 

これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは、信仰のことばと、自分が従ってきた良い教えのことばで養

われて、キリスト・イエスの立派な奉仕者になります。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ、

敬虔のために自分自身を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今のいのちと来たるべきいのちを約

束する敬虔は、すべてに有益です。このことばは真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私たち

が労苦し、苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に、望みを置いている

からです。あなたはこれらのことを命じ、また教えなさい。 

あなたは、年が若いからといって、だれにも軽く見られないようにしなさい。むしろ、ことば、態度、愛、信

仰、純潔において信者の模範となりなさい。 

私が行くまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。長老たちによる按手を受けたとき、預言によって与

えられた、あなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。

そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも、教えることにも、よく気を

つけなさい。働きをあくまでも続けなさい。そうすれば、自分自身と、あなたの教えを聞く人たちとを、救う

ことになるのです。 

 

1 Timothy 4:6-16 
6 If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained 

in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. 7 Have nothing to do with 

irreverent, silly myths. Rather train yourself for godliness; 8 for while bodily training is of some value, 

godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to 

come. 9 The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. 10 For to this end we toil and 

strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of 

those who believe.11 Command and teach these things. 12 Let no one despise you for your youth, but 

set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. 13 Until I come, devote 

yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. 14 Do not neglect the gift you 

have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. 15 Practice 

these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. 16 Keep a close watch on 

yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your 

hearers. 

 

 


