
◆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。 
②6月も聖霊で満たされ、疲れて痛んでいる人々に癒しと回復の恵みがあるように。  
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。 
④English Ministry：御言葉と祈りで生活の糧を得て歩めるように。生活の中で主を証し
て歩む喜びがすべての兄弟姉妹に与えられるように。 

◆礼拝順序◆ 
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2部礼拝 10：00 
説教： 洪 石杓 牧師                              
司会： 胡 彩子 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 
代表祈祷･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････････津村 紋加 執事 
私たちの祈り････････・・・・・･･･････主の祈り････････････････････････････一同 
映像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「神さまのおくりもの」・・・・・・・・・・・・・・・日曜学校 
聖書朗読･････････・・ルカによる福音書 24章 44 節-49 節・・･･････････司会者 
説   教････「あなたがたはこのすべてのことの証人です。」････洪 石杓 牧師 
聖餐式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一同 
献金讃美･･････････････････「キリスト 教会の主よ」･･････・・･・･･････････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 
使徒 1 章 8 節 

「かみさまからの おくりもの」 

３部礼拝 

（韓国語・通訳） 
洪 石杓 

12:00 

第一礼拝堂 
ハバクク書 3章 2 節  

「主の御業を私たちの時代でも新たにして下さい。」 

4 部礼拝 

（英語） 
郭 太栄  

12：00 

ビジョン A 
使徒言行録 1 章 8 節 

「聖霊が降ると力を受ける」 

ブレッシング部   

 （日本語） 
鄭 英淑  

10:00-11:30 

ドリームルーム 

創世記 1 章 1 節 

「世界のはじまり」 

たき火のわ 阿久津 和生 
17:00 

ドリームルーム 

ローマの信徒への手紙 8章 11 節 

「聖霊によって生かされている」 
 
 
 

【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、⑤49−55 章；神の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 

-ルカによる福音書24章44節-49節- 

44:イエスは言われた。「わたしについてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いて

ある事柄は、必ずすべて実現する。これこそ、まだあなたがたと一緒にいたころ、言っ

ておいたことである。」45:そしてイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心の目を開い

て、46:言われた。「次のように書いてある。『メシアは苦しみを受け、三日目に死者の

中から復活する。47:また、罪の赦しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる

国の人々に宣べ伝えられる』と。エルサレムから始めて、48:あなたがたはこれらのこと

の証人となる。49:わたしは、父が約束されたものをあなたがたに送る。高い所からの

力に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。」 

■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」 
教会近隣の方々に神様の愛が伝えられるように、
手作りのお弁当を教会1階フレンズカフェで配布
しています。 
対象：地域にお住まいで食事の助けを必要とする
子どもから高齢の方まで。事前予約の申し込み
制です。 
日時：6月11日（土）16:30-18:00 
担当：堀江佳奈牧師 
■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。 
■事務員募集 
教会の事務員を募集します。 
・職務：ヨハン東京キリスト教会・事務全般 
（財務、行政、宗教法人関連） 

・勤務形態：パート 週２-３日、４-５時間/日勤務 
（応相談） 

・応募締め切り：2022年6月30日 
・担当者:堀江佳奈牧師 
※詳細は教会の掲示板に掲示します。 
またその他のことにつきましては、担当者までご
連絡下さい。 
■木曜祈り会 
・6月9日（木）インドネシア宣教に遣わされている
郭りえ姉妹による証メッセージがあります。 
・6月16日（木）兄弟姉妹の祈り課題を互いに執り
なして祈り合うひと時を持ちます。参加方法は、教
会建物、zoom、YouTubeになります。皆さんで共
に祈りましょう。 
・祈りの箱;本日より毎主日、祈りの箱を受付に置
きます。木曜祈り会で兄弟姉妹に執りなして祈っ
てほしい祈り課題や、教職者に祈ってほしい祈り
課題があれば、その旨を記入して入れてくださ
い。祈りの箱は、プライバシー保護のため、平日
は事務室に置くよう致します。 

■聖霊降臨主日・聖餐式 
本日6月5日(主)は聖霊降臨主日になります。２部
礼拝の中で聖餐式を行います。 
■通読プロジェクト『Step by Step』 
①今週の通読箇所はイザヤ34章-41章です。  
※注目ポイント→イザヤ書40:27-31「主に望みを
おく人は」；今週からイザヤ書の後半（40－66章）
が始まります。39章までの裁きの言葉から一転
し、40章は慰めに満ちた言葉で始まり神による救
い(贖い)と回復の約束が力強く語られた、壮大な
救いの約束の序論のような章になっています。バ
ビロン捕囚によって精神的・霊的に疲れ力が尽き
てしまった民たちに対し、主は大きな力・新しい力
を与えると繰り返し約束されました。それは人知を
遥かに越えていて、今ある力へのプラスαではな
く、全く質の異なる力、刷新された力です。その力
を受け取る鍵は主に希望をおくことです。私たち
も、日々の生活の中で空しさを覚え、疲れ、つま
ずき倒れてしまうことがあるかもしれません。しかし
主に希望をおく者は、不思議な力が注がれて満
たされます。主の力によって鷲のように翼を張っ
て上る兄弟姉妹とされますように。 
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。 
 
 
 
 

  
■共同議会のお知らせ 
6月26日（主）、7月3日（主）に共同議会がありま
す。案件は6月12日（主）に公示します。 
投票方法;現場投票、zoomによるURL投票 
※今回は郵便投票とURLのみの投票はありませ
ん。教会建物またはzoomで共同議会に参加した
上での投票のみ受け付けます。議会に参加でき
るようスケジュールの調整を何卒よろしくお願いし
ます。共に教会共同体を作り上げていきましょう。 
■胡彩子伝道師産休 
胡彩子伝道師は6月24日(金)より産休に入りま
す。安全な出産と、母子共の健康のためにお祈り
をお願いいたします。 
■牧師の日程 
堀江佳奈牧師は、本日、改革派国際基督長老教
会での説教奉仕があります。 
 


