
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：

 

  

 

  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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 復活の主との出会いを連続してメッセージしています。

毎回、感動で一杯です。 

 メッセージを準備しながら、主日の講壇に立つ時まで、

その感動を抑えるのが大変です。 

 マリヤたち、弟子たち、トマス、そしてペテロ、それぞ

れの復活の主との出会い方は、みんな違います。しかし、

出会うお方は同じです。復活の主です。 

 それにしても、ガリラヤ湖の岸辺で食べた朝食は、どれ

ほど美味しかったことでしょう。焼きたてのパンと取れた

ての新鮮な魚の炭火焼です。 

 しかし、その味以上に、イエスと共に囲んだ朝食は、ど

れほど弟子たちを慰め、励ましたことでしょうか。 

 私たちも、このイエスの招きに応えるものでありたいと

願います。 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 
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2022年 5月 15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

 

 

   「あなただけが我らの神」 

  「私たちは一つ」 

  「慈しみ深き」 

  「暗闇に光」 

                  讃美画：肥田仁司 

                    

Offering
献 金

 

 

Prayer
祈 祷

   

 

宣教支援献金 

 

Scripture
聖 書 朗 読

  ヨハネ福音書 21章 1節～14節  

 

Message
メッセージ

    「イエスとの朝食」    関真士牧師    

   

Worship Song
賛  美

   「恵みアゲイン」  

 

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。 

 次週の礼拝の賛美奉仕は、ユース＆カレッジの担当です。 

 長谷川孝子＆葵鼓美さん、星野優さんは、7月にそれぞれ

日本に帰国します。Elvis Imamuraさんは本土の大学へ進

学します。それぞれが、神から与えられた夢と希望を持っ

て、それぞれの地に遣わされていきますように。 

 公示 

2022 年 ホノルル教会日本語部 年度教会総会開催 

日時：6 月 19 日（日）1：30PM 会場：礼拝堂 

 

 年度総会を開催するにあたり、大切な手紙を書かれていま

す。特に教会員の方は、必ずお読みください。ウィークリ

ーニュース、教会ウェブページに掲載されます。 

 6月 11日（土）ガレージセールを予定しています。 

 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 15. 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  「イエスとの朝食」 ヨハネ福音書 21章 1節～14節  関真士牧師       

             

          次週のメッセージ 「ペテロの召命」ヨハネ 21 章 15 節～19 節 関真士師                

                            

 ●分かち合いのポイント 

 

① 結果主義という暗闇にも、イエスは共にいてくださり、結果ではなく、イエスと共に歩むこと

が幸いなのです。私たちは、結果主義から解放されているでしょうか。 

 

 

 

 

 

② あなたは、神に失望し、神に怒ったことがありますか。今あなたは、心から、神と和解してい

る、神と仲良くしていると言えますか。 

 

 

 

 

 

③ 私たちは、イエスの朝食に招かれています。あなたは、この招きに喜んで応えられる自分でし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

●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, 



 
ヨハネの福音書 21章 1〜14節 

その後、イエスはティベリア湖畔で、再び弟子たちにご自分を現された。現された次第はこうであった。シモン・ペ

テロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして、ほかに二人の弟子

が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに「私は漁に行く」と言った。すると、彼らは「私たちも一緒に行く」

と言った。彼らは出て行って、小舟に乗り込んだが、その夜は何も捕れなかった。夜が明け始めていたころ、イエス

は岸辺に立たれた。けれども弟子たちには、イエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。「子ど

もたちよ、食べる魚がありませんね。」彼らは答えた。「ありません。」イエスは彼らに言われた。「舟の右側に網を打

ちなさい。そうすれば捕れます。」そこで、彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼ら

には網を引き上げることができなかった。それで、イエスが愛されたあの弟子が、ペテロに「主だ」と言った。シモ

ン・ペテロは「主だ」と聞くと、裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方、ほかの弟子たちは、魚の

入った網を引いて小舟で戻って行った。陸地から遠くなく、二百ペキスほどの距離だったからである。こうして彼ら

が陸地に上がると、そこには炭火がおこされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼

らに「今捕った魚を何匹か持って来なさい」と言われた。シモン・ペテロは舟に乗って、網を陸地に引き上げた。網

は百五十三匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに、網は破れていなかった。イエスは彼らに言わ

れた。「さあ、朝の食事をしなさい。」弟子たちは、主であることを知っていたので、だれも「あなたはどなたですか」

とあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。 

イエスが死人の中からよみがえって、弟子たちにご自分を現されたのは、これですでに三度目である。 

 

John 21:1－14  After this Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and 
he revealed himself in this way. 2 Simon Peter, Thomas (called the Twin), Nathanael of Cana in 
Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. 3 Simon Peter said to them, 
“I am going fishing.” They said to him, “We will go with you.” They went out and got into the boat, but that 
night they caught nothing.4 Just as day was breaking, Jesus stood on the shore; yet the disciples did 
not know that it was Jesus. 5 Jesus said to them, “Children, do you have any fish?” They answered him, 
“No.” 6 He said to them, “Cast the net on the right side of the boat, and you will find some.” So they cast 
it, and now they were not able to haul it in, because of the quantity of fish. 7 That disciple whom Jesus 
loved therefore said to Peter, “It is the Lord!” When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on 
his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. 8 The other disciples 
came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about a hundred 
yards off.9 When they got out on land, they saw a charcoal fire in place, with fish laid out on it, and 
bread. 10 Jesus said to them, “Bring some of the fish that you have just caught.” 11 So Simon Peter went 
aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the 
net was not torn. 12 Jesus said to them, “Come and have breakfast.” Now none of the disciples dared 
ask him, “Who are you?” They knew it was the Lord. 13 Jesus came and took the bread and gave it to 
them, and so with the fish. 14 This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after 
he was raised from the dead. 


	2022年5月15日

