第 26 巻 30 号

◆礼拝案内◆
礼拝

説教者

御言葉箇所・説教題目

ラブリーキッズ
（日曜学校）

久保田美穂 宣教幹事

出エジプト記 3 章 12 節
「かみさまは ひつような
ちからを あたえてくださる」

スマイルキッズ
（日曜学校）

久保田美穂 宣教幹事

出エジプト記 3 章 12 節
「神様は必要な力を与えてくださる」

中高等部

阿久津和生 伝道師

マタイによる福音書 21 章 18-22 節
「信仰によって祈る」

4 部礼拝（英語）

三澤悠 伝道師

Matthew 26:36-46
“Jesus’ Prayer at Gethsemane.”

5 部礼拝（韓国語）
ブレッシング部
（日本語）

洪石杓 牧師
德江俊介 伝道師

ルカによる福音書 9 章 22 節
「新約中心 7-③『十字架』」
創世記 1 章 31 節
「手を動かす喜び」

◆教会共同体の祈祷課題◆
①復活の希望と喜びをもって日々歩んでいくことができますように。
②痛みや疲れがあったり病の治療をしている聖徒に、癒しと回復の恵みがありますよう
に。
③コロナの状況でも主への信頼を失わず、神様だけを見上げて依り頼む人生になりま
すように。
④男女宣教会の祈り：家族の交わりがイエス様の愛の中でなされる祝福がありますよう
に。／病や経済的な問題のある方々に癒しと必要の満たしがあり、また兄弟姉妹のご
家族の救いが進みますように。
【Step by Step 通読の手引き】
◆レビ記の概要－レビ記の主題は「あなたたちは聖なる者となりなさい。あなたたちの
神、主であるわたしは聖なる者である」（19 章 2 節。他に 11 章 44-45 節、20 章 7 節、26
節）である。レビ記は、神の愛という視点で読むことができる。つまりこの書を与えることに
よって、神はイスラエルの民に、聖なる民として御自身と共に生きる道を教え、またすべ
ての国民に御自身の憐れみと贖いを伝えるという大切な奉仕に備えさせたのである。レ
ビ記は２つに区分できる。①1-17 章；聖なる神と交わりをするための犠牲、②18-27 章；
聖なる神と共に歩み続けるための分離、である。時に現代のクリスチャンから、レビ記は
不要ではないかという声が挙がることがあるが決してそうではない。レビ記を通して、私
たちはイエス・キリストの贖いがどれほど驚くべき恵みであったのかを深く悟ることができ
る。また新約の時代、全てのクリスチャンは祭司であり、聖なる民である。神の愛の眼差
しの中で、どのように祭司として聖なる民として生きていけばよいのか、その核となる心
の持ち方についてレビ記は多くを教えてくれるのである。
（参考;西満『旧約聖書の思想と概説 上』いのちのことば社、1994 年）
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◆礼拝順序◆
2 部礼拝 10：00
説教：洪 石杓 牧師
司会：德江 俊介 伝道師
開会祈祷･････････････････････････････････････････････････････････････････････司会者
歓迎・祝福･･････････････････････････････････････････････････････････････････････一同
お知らせ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････司会者
信仰告白･･････････････････････････使徒信条････････････････････････････････････一同
讃
美････････････････････････････････････････････････････････････････････････一同
代表祈祷････････････････････････････････････････････････････････････三澤 悠 伝道師
主の祈り･････････････････････････････････････････････････････････････････････････一同
聖書朗読･･････････････マタイによる福音書 26 章 36-46 節･･････････････････････司会者
説
教･･･････「しかし、わたしの願いどおりではなく、御心のままに」･･･・･洪 石杓 牧師
献金讃美･････････････････････････新聖歌 384 番･・･･･････････････････････････････一同
献金祈祷･････････････････････････････････････････････････････････････････････司会者
派遣讃美･･･････････････････････「主の御名ほめよ」･･･････････････････････････････一同
祝
祷･････････････････････････････････････････････････････････････････････説教者
※礼拝中に起立を促すことがありますが、各自の判断でお座りいただいても構いません。

Gospel Night 18：00
讃
美･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････一同
説
教･･････････････････････「救いの完成に向かって」･････････････････････堀江 佳奈 牧師
献金讃美･･････････・･･･････････・「我が心純金のように」・・･････・･･････････････・･･･････････一同
献金祈祷･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････司会者
祝
福･･････････････････････････｢ヤコブの祝福｣･････････････・････････････････････････一同
祝
祷･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････説教者
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◆お知らせ◆

【使徒信条】 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主、イ

③公式Twitter「聖書からのつぶやき」も始

エス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、おとめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのも

■通読プロジェクト『Step by Step』：

とに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人の内
よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける

①今週の通読箇所は、マタイによる福音 めました。その日の通読箇所から教職者
書26-28章、詩編7-9編、箴言6-7章、レビ たちが気ままにつぶやきます。いいね&コ

者と死にたる者とを審きたまわん。我は聖霊を信ず。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、

記1章になります。

メント&フォローをよろしくお願いします。

罪の赦し、からだのよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。

※注目ポイント→

【アカウント名】@Stebasteba

【主の祈り】 天にまします我らの父よ ねがわくは御名をあがめさせたまえ
御国をきたらせたまえ 御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ

レビ記1章8節;レビ記という名前は後から
付けられたもので 、元々の名前は「そし

我らの日用の糧を 今日も与えたまえ 我らに罪をおかす者を 我らがゆるすごとく

て、彼は呼んだ」であった。つまり出エジプ

我らの罪をもゆるしたまえ 我らをこころみにあわせず 悪より救いいだしたまえ

ト記の最後で幕屋が完成し「そして、彼

国とちからと栄えとは 限りなくなんじのものなればなり

（神）は」モーセを「呼び」、民がどのように

アーメン

◆2 部礼拝御言葉◆
-マタイによる福音書 26 章 36-46 節26:36 それから、イエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという所に来て、「わたしが向こうへ行って祈っ
ている間、ここに座っていなさい」と言われた。26:37 ペトロおよびゼベダイの子二人を伴われたが、そ
のとき、悲しみもだえ始められた。26:38 そして、彼らに言われた。「わたしは死ぬばかりに悲しい。ここ
を離れず、わたしと共に目を覚ましていなさい。」26:39 少し進んで行って、うつ伏せになり、祈って言
われた。「父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、わたしの願いどお
りではなく、御心のままに。」26:40 それから、弟子たちのところへ戻って御覧になると、彼らは眠って
いたので、ペトロに言われた。「あなたがたはこのように、わずか一時もわたしと共に目を覚ましていら
れなかったのか。26:41 誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、肉体は弱
い。」26:42 更に、二度目に向こうへ行って祈られた。「父よ、わたしが飲まないかぎりこの杯が過ぎ去
らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。」26:43 再び戻って御覧になると、弟子たちは
眠っていた。ひどく眠かったのである。26:44 そこで、彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ
言葉で祈られた。26:45 それから、弟子たちのところに戻って来て言われた。「あなたがたはまだ眠っ
ている。休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。26:46
立て、行こう。見
◆Gospel Night 御言葉◆
よ、わたしを裏切る者が来た。」

◆Gospel Night 御言葉◆
-ペトロの手紙一 1 章 3-9 節1:3 わたしたちの主イエス・キリストの父である神が、ほめたたえられますように。神は豊かな憐れみに
より、わたしたちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした
希望を与え、1:4 また、あなたがたのために天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、しぼまない財産を
受け継ぐ者としてくださいました。1:5 あなたがたは、終わりの時に現されるように準備されている救い
を受けるために、神の力により、信仰によって守られています。1:6 それゆえ、あなたがたは、心から
喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、1:7 あな
たがたの信仰は、その試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりは
るかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには、称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。1:8 あなたが
たは、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせないすばらし
い喜びに満ちあふれています。1:9 それは、あなたがたが信仰の実りとして魂の救いを受けているか
らです。

【QRコード】

したらご自分に近づくことができるのかを ※よく分からないという方は日本部教職者
示したのである。1章から5章までは代表的 までお声かけください。直接お教えいたし
な5つの献げ物である。そのうちの焼き尽く ます。
す献げ物は、神の民のアイデンティティ- ※ホームページでも続けて配信いたしま
神の民とは神に全き献げられた存在であ す。
り、また神に全き受け入れられた存在であ ■礼拝及び集いについて：
る-を示す特に重要な献げ物であった。

緊 急 事 態 宣 言 発 令 に 伴 い 、 4/25( 主 )-

②通読プロジェクト「Step by Step」の公式 5/11(火)の期間、以下のようになります。
LINEオープンチャットを作成しました。月 ①主日礼拝：教会建物での礼拝は行われ
〜金で毎朝、早天祈祷会のメッセージの るが、人数制限あり（3階60人、2階40人）
録音を配信いたします。ぜひ、以下のリン ②木曜祈り会：オンラインのみ
クやQRコードよりご参加ください。
【リンク】
https://line.me/ti/g2/dpsG4bxp3DEcGIB
FH1S9oQ?utm_source=invitation&utm_me
dium=link_copy&utm_campaign=default
【QRコード】

③火曜女子の集い：コイノニアホールの右
側スペースにて通常通り行う。
④教会建物における20時以降の集いの禁
止。
⑤教会建物における2人以上での飲食禁
止。
■早天祈祷会：
5月はお休みになります。4階を6：00-7:00
にて祈りの場としますので、朝の祈りと黙
想にご活用ください。なお、説教はホーム
ページ及びLINEオープンチャットにて引き
続き配信します。

