
◆礼拝案内◆ 

◆教会共同体の祈祷課題◆ 
①ウクライナへの軍事侵攻が平和的に解決され、主による守りと導きがありますように。 
②5月の１ヶ月間、全ての信徒が聖霊様で満たされますように。疲れている人、病を患っている人
の上に癒しと回復の恵みがありますように。 
③長老が立てられる全ての過程において聖霊様の導きがありますように。 
④EM：新しく立てられたリーダーたちが、喜びをもって主と共同体に仕えられるように。来月から御
言葉の分かち合いを皆でできるように。 

◆礼拝順序◆ 
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2 部礼拝 10：00 
説教： 堀江 佳奈 牧師                              
司会： 阿久津 和生 伝道師                        

前奏 
招きの言葉・黙祷･････････････････････････・･･･････････････････････････一同 

  私たちの信仰告白･･････････････使徒信条･････････････････････････一同 
讃   美･･････････････････････････････････････････････････････････一同 
共同体の祈り･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････････司会者 
私たちの祈り････････・・・・・･･･････主の祈り････････････････････････････一同 
聖書朗読････････････・・イザヤ書 8 章 23 節-9 章 6 節・・･････････････司会者 
説   教･････････････「万軍の主の熱心が成し遂げる」･････堀江 佳奈 牧師 
献金讃美･･･････････・・･･････････新聖歌 18 番･･･････・･・・･・･･･････････一同 
献金祈祷･････････････････････････････････････････････････････････司会者 
頌   栄････････････・・・････････新聖歌 63 番･････････････････････････一同 

  祝   祷･････････････････････････････････････････････････････････説教者 
  後奏 

歓迎の挨拶・お知らせ・共同体の交わり････････････････････････････････一同 
 

※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。 

ヨハン東京キリスト教会日本部  
担任牧師：洪石杓 担当牧師：堀江佳奈 

[〒169-0074] 東京都新宿区北新宿 4-30-2 

Tel.03-5338-6411 / Fax.03-5338-6414 

 

 

 

礼拝 説教者 時間・場所 説教箇所・題 

ラブリーキッズ 久保田 美穂  オンライン 
マタイによる福音書 14 章 24 節-44 節 

「イエスさまは どんなあらしより つよいかた！」 

スマイルキッズ 久保田 美穂 
9:00 

ビジョン A 

マタイによる福音書 14 章 24 節-44 節 

「イエス様は どんな嵐より 強い方！」 

中高等部 阿久津 和生 
13:00 

野外礼拝 

マタイによる福音書 14 章 22 節-33 節 

「イエス様を疑わない信仰の歩み」 

３部礼拝 

（韓国語・通訳） 
洪 石杓 

12:00 

第一礼拝堂 
エゼキエル書 36 章 24 節-27 節 

「お前たちを清める」 

4 部礼拝 

（英語） 
三澤 悠  

１２：００ 

ビジョン A 
 Isaiah 9:1-7  

“The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.” 

ブレッシング部   

 （日本語） 
鄭 英淑  

10:00-11:30 

ドリームルーム 

ルカによる福音書 19 章 10 節 

「イエス様に出会ったザアカイ」 

たき火のわ 胡 天訳 
17:00 

ドリームルーム 

ヨハネによる福音書 21 章 15 節-17 節 

「わたしを愛しているか」 
 
 
 

【Step by Step 通読の手引き】◆イザヤ書−イザヤは BC8 世紀の終わり頃に南ユダ王国で
活躍した預言者である。その活動期間はウジヤ王の死から、ヨタム王、アハズ王、ヒゼキヤ
王の死までに渡る 50 年という長期間に及ぶものであり、アッシリアという強大な帝国によっ
てパレスチナ一帯が支配されていた時期であった。南北イスラエルも例に漏れずアッシリア
の支配の下にあったが、北はそれに反旗を翻して滅ぼされ、南は一進一退というような状
況の中に置かれていた。イザヤはこのような暗黒の時代において、主の言葉を語り続けた
預言者であった。このイザヤが神様から示された幻によって語った言葉やイザヤと王たちの
間に起こった物語をまとめたものがイザヤ書である。イザヤ書の構成はバビロン捕囚の出来
事を挟んで 2 部に分けることができ、１部は 1－39 章にある神による裁き、２部は 40−66 章
にある神による回復の希望、となっている。それぞれを細かくみていくと以下のように整理で
きる。①1ー12 章；エルサレムへの裁きと希望、②13−27 章；全ての国々への裁きと平和、
③28−39 章；エルサレムの栄枯盛衰である。そして④40ー48 章；希望についての宣言、⑤
49−55 章；神の僕しもべが神の使命を成し遂げる、⑥56−66 章；神のしもべたちは神の国を
受け継ぐ、となる。イザヤ書の特色は、イザヤの信仰とその信仰から生まれる力強い希望で
ある。イザヤはユダ王国を始めとする全ての国々の罪に対する抜本的な裁きと、それを遥
かに越えた主の憐れみによる全世界の救いについて語っている。彼の確信していた世界
観は天地万物を創造した神がその聖と正義と愛のうちに世界を支配しておられることであ
り、人のあらゆる罪にも関わらずご自身が人との間に結んでくださった祝福の約束を誠実に
成し遂げられるというものであった。イザヤの語った希望の預言は、バビロン捕囚からの解
放、やがて神が遣わしてくださるメシアについて、終わりの時に成し遂げられる万物の刷新
と３つの事柄に及んでおり、イザヤ書後半を輝かしい光で満たしている。このように力強い
希望を指し示している書がイザヤ書である。（参考文献；新聖書注解/ティンデル聖書注解
「イザヤ書」/Bible Project イザヤ書） 
 
 



◆2 部礼拝御言葉◆ 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
     

                       

 

 

 

 

 

 

 

   ◆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、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。 
 

【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 
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 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 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  アーメン 

-イザヤ書8章23節-9章6節- 
23:今、苦悩の中にある人々には逃れるすべがない。先に／ゼブルンの地、
ナフタリの地は辱めを受けたが／後には、海沿いの道、ヨルダン川のかなた
／異邦人のガリラヤは、栄光を受ける。1:闇の中を歩む民は、大いなる光を
見／死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた。2:あなたは深い喜びと／大
きな楽しみをお与えになり／人々は御前に喜び祝った。刈り入れの時を祝う
ように／戦利品を分け合って楽しむように。3:彼らの負う軛、肩を打つ杖、虐
げる者の鞭を／あなたはミディアンの日のように／折ってくださった。4:地を
踏み鳴らした兵士の靴／血にまみれた軍服はことごとく／火に投げ込まれ、
焼き尽くされた。5:ひとりのみどりごがわたしたちのために生まれた。ひとりの
男の子がわたしたちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、「驚く
べき指導者、力ある神／永遠の父、平和の君」と唱えられる。6:ダビデの王
座とその王国に権威は増し／平和は絶えることがない。王国は正義と恵み
の業によって／今もそしてとこしえに、立てられ支えられる。万軍の主の熱意
がこれを成し遂げる。 
 
９：１しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナ
フタリの地は辱めを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川向こう、異邦
の民のガリラヤは栄誉を受ける。(※新改訳２０１７) 

■新来者クラス 
毎週２部礼拝後に新来者のための教会案内の場
を設けています。新来者が来られる場合はぜひ
教職者までご連絡ください。 
 
■多世代食堂「きたよん２５(ニーゴー)食堂」 
先日の土曜日に、１階フレンズカフェにて必要な
方にお弁当をお渡ししました。続けて、地域に仕
える教会になれるようにお祈りください。 
 
■コロナ拡散防止について教会の対策 
新型コロナウィルス感染者が出た場合の教会対
応ガイドラインを変更しました。 
・感染者が出ても教会建物への出入り禁止期間
は設けません。 
・濃厚接触者と濃厚接触の疑いがある聖徒だけ
が1週間オンライン礼拝を捧げる。 
館内でのマスク・入館時（正面玄関および通用
口）における・検温と手指のアルコール消毒・礼
拝や集い後の施設や設備の消毒・ソーシャルデ
ィスタンス・礼拝堂人数制限・1,3,5部礼拝参加申
請・換気・講壇アクリル板・飲食を伴う集いは教職
者の指導のもと５つの小（少人数、小一時間、小
声、小皿、小まめに換気）で行う。ただし、一階フ
レンズカフェでの食事は禁止です。 
 
■中高等部 
本日は葛西臨海公園にて野外礼拝がささげられ
ます。行き帰りの安全が守られ、礼拝と交わりに
神さまの恵みがありますようにお祈り下さい。 
12:30-16:30の時間帯を予定しています。 
 
■教職者より 
三澤悠伝道師が5月17日(火)〜6月17日(金)まで
安息月になります。恵みのためにお祈りお願いし
ます。 
 
■クリーンウォーク 
5月28日（土）の14時から教会近隣のゴミ拾いをし
ます。集合場所はフレンズカフェです。※雨天中
止になります。担当：阿久津和生伝道師 
 
 

■通読プロジェクト『Step by Step』 
①今週の通読箇所はイザヤ9章-18章です。  
※注目ポイント→イザヤ書１１:１「切り株から出た
若枝」;この聖句はイザヤ書6章に関連していま
す。6章後半には、度重なる偶像崇拝の罪ゆえに
ユダ王国に滅びがもたらされるという預言があり、
それが「木が切り倒され後に残った切り株」と表現
されていました。そして11:1「エッサイの株からひと
つの芽が萌え出で」につながっていくのです。エ
ッサイとはダビデの父の名前です。つまりイザヤ
はこのように語っています。残った切り株は朽ち
果てず、そこから若枝が出てもう一度新しく始ま
る。同じようにイスラエルの民も裁きで終わらす、
将来ダビデの子孫から救い主メシアが生まれ、こ
のお方が王となって、憐れみと慈しみ、正義と真
実が満ち溢れる新しいエルサレムを立て上げる
と。この預言はイエス様の初臨と神の国の到来、
そしてイエス様の再臨、神の国の完成にまで及ん
でいます。私たちは、イエス様の初臨から再臨の
間を歩む者、神の国の到来から完成までの間を
生きる者です。イザヤが語った将来の希望のメッ
セージをしっかりと握りしめ、来るべき平和の王と
その国を待ち望む信仰に堅く立っていきましょう。 
②LINEオープンチャットは黒いQRコードを、また
公式Twitter「聖書からのつぶやき」はオレンジの
QRコードからお入りください。公式Twitterのアカ
ウント名は、@Stebastebaになります。 
 
 
 
 

  
■臨時共同議会 
本日５月１５日〜２２日に臨時共同議会が行われ
ます。 
【案件】 
・2022年度の予算 
・2022年度の監査 
・教会定款の改正 
・長老選挙 
《投票方法》 
5/15(主)現場投票・ZOOMにてURL投票 
5/17(火)～5/21(土)  郵便投票  
※事前申し込みが必要です。申込期間は5/2(月)
〜5/11(水)です。自治会担当教職者までご連絡
ください。 
5/16(月) 09:00～5/21(土) 18:00 URL投票 
※対象者に対し個別に送付します。投票の際、
電話番号の記載をお願いいたします。記載のな
いものは無効となります。 
5/22(主)現場投票のみ 
※（Zoomミーティングについて） 

ID: 873 7853 6968 
パスコード: 225 445 


