
◆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。 

②信徒一人ひとりの健康が守られ、心にある重荷が主により慰められ平安が与えられるように。  

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：御言葉と祈りの恵みで満たされて毎日過ごせるように。 

母国の家族が元気に過ごせるように。 
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2 部礼拝 10：00          

説教： 洪 石杓 牧師                      

司会： 堀江 佳奈 牧師                     

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･･････････・・ヨハネによる福音書 8 章 31 節-32 節・･･････････司会者 

説   教･････････････････「真理があなたを自由にする」･･････洪 石杓 牧師 

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 

 
 

【Step by Step 通読の手引き】◆フィリピの信徒への手紙―フィリピの教会は東ヨーロッパで最初に
パウロが作った教会である。フィリピはローマの植民地で愛国主義者の多いことで知られていた。パ
ウロが世界の真の王はイエスであると述べ伝えると反発され、イエスを信じるフィリピの人はパウロが
去った後もこのような反発や迫害を受け続けていた。しかし彼らは活気のある教会を保ち続けイエス
の教えに忠実だった。パウロはこの手紙をローマの獄中から彼らに向けて書いていた。パウロは手
紙の冒頭でエパフロディトを通してのフィリピ人の愛情と誠実さに対する感謝の祈りを記し、彼らが
心配している自分の獄中にいる現状について述べ始め、投獄されていることは決して楽ではない
が、皮肉にもイエスの良い知らせを伝えるのに利点となったと語る。彼にとって犠牲とはイエスのた
めに死ぬことではなく、他人に仕えるために生きることで、人を愛し犠牲を払いながら生きることがイ
エスの物語を生きることだった。そんな中、フィリピの教会でパウロに対する妬みや信徒同士の不一
致の問題があり、その解消にも力を注いでいた。パウロはフィリピ人にもイエスに倣うように、メシアの
福音にふさわしく生活するようにと強く勧めていた。パウロはイエスを信じる人の真の国籍は天にあ
ると言ったが、それは地上を逃れて天国へ行く事を望みなさいという意味ではない。天国とはイエス
が王として支配される場所で、その救い主はこの地上に戻って来られる。そして私たちはその王国
が到来し、新しい創造をもたらすのを熱心に待ち望んでいるのだとパウロは言っている。自分の人
生はイエスの物語を辿ることだとパウロが考えていた。この手紙を読めば彼がイエスの愛と臨在を身
近に感じていたことが分かる。だからこそ、最悪に思える時期でも希望がありへりくだることができ
た。このようにイエスを知ることは心の奥底から変えられる出来事だとパウロは教えている。(参考文
献;ティンデル聖書注解ピリピ人への手紙,Bible project ピリピ人への手紙【概観】) 

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 
使徒言行録 13 章 1 節-12 節 

「アンティオキアの教会」 

スマイルキッズ 久保田 美穂 
9:00 

ビジョン A 

使徒言行録 13 章 1 節-12 節 

「アンティオキアの教会」 

中高等部 阿久津 和生 
13:00 

ビジョン B 

イザヤ書 65 章 17 節-25 節 

「新しい天と新しい地を待ち望む」 

３部礼拝 

（韓国語・通訳） 
洪 石杓 

12:00 

第一礼拝堂 
使徒言行録 1 章 8 節 

「わたしの証人となる」 

4 部礼拝 

（英語） 
三澤 悠 

12:00 

ビジョン A 
Ephesians 4:1-13  

“Unity and Maturity in the Body of Christ.” 

ブレッシング部  何 虹燕 
10:00 

ドリームルーム 

創世記 9 章 13 節 

「約束の虹」 

たき火のわ 阿久津 和生 
17:00 

ドリームルーム 

ヨハネの手紙一 3 章 18 節 

「誠実に愛し合う」 
 
 
 

礼拝案内 



◆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 

-ヨハネによる福音書 8 章 31 節-32 節- 

31:イエスは、御自分を信じたユダヤ人たちに言われた。「わたしの言葉にとど

まるならば、あなたたちは本当にわたしの弟子である。32:あなたたちは真理

を知り、真理はあなたたちを自由にする。 

■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。 
■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。 
■議会の結果 
・議会の成立について 
総正会員人数687人、議会参加人数496人。 
→総正会員半数以上の参加により議会は成立。 
・投票結果 
①担任牧師再信任→賛成票2/3以上のため可決。賛成
票336、反対票128、棄権32 
②韓国部按手執事→全ての候補者が賛成票1/2獲得
のため、全ての候補者が可決。 
キムチャンボン賛成426、反対31、棄権39,リュウジェソク
賛成412、反対43、棄権41,パクギョンテ賛成426、反対
28、棄権42,ユチャンモ賛成405、反対45、棄権46,イゲ
ファン賛成432、反対30、棄権34,リボンヨン賛成400、反
対57、棄権39,リサンクッ賛成408、反対48、棄権40,ジョ
ジンサン賛成426、反対29、棄権41,チェヨンスン賛成
443、反対24、棄権29,チェウソク賛成386、反対64、棄
権46,ゴウンギョン賛成444、反対23、棄権29,キムウンヒ
賛成418、反対40、棄権38,パクスクヒ賛成404、反対49、
棄権43,ヤンヒウン賛成395、反対58、棄権43,チョミスク
賛成393、反対58、棄権45,チェヨンオク賛成422、反対
43、棄権31, 
③中国部按手執事→全ての候補者が賛成票1/2以上
獲得のため、全ての候補者が可決。 
ソンギョホ賛成446、反対10、棄権40,シャケイアイ賛成
442、反対12、棄権42,ゼンヨンスク賛成431、反対20、棄
権45,リオクシュン賛成435、反対17、棄権44, 
④長老候補者3名の運営委員会参加について→3名の
長老候補者が賛成票1/2以上獲得のため、3名が可
決。 
カンヒジン賛成409、反対61、棄権26, 
ウォンデジン賛成420、反対50、棄権26, 
ジョンサンファ賛成411、反対57、棄権28, 
⑤宋ギョンホ執事の運営委員会参加について→賛成
票1/2以上獲得のため可決。 
ソンギョホ賛成433、反対29、棄権34, 
※6/18（土）韓国部で行われた公聴会につきまして何か
ご質問ある方は、堀江牧師か運営委員会の今村執事
のほうまで、お尋ねください。 
■火曜聖書勉強 
火曜聖書勉強は7/12から夏休みに入ります。 
9月からまた再開いたします。 
■教職者人事 
元斗灝牧師がGMTC宣教師訓練を終え、韓国から帰国
し、東京で使役を再開します。 

■通読プロジェクト『Step by Step』 
①今週の通読箇所はエフェソ信徒への手紙4章
からフィリピ信徒への手紙4章です。  
※注目ポイント→3章20節-21節「わたしたちの本
国は天にあります。（20節）」フィリピの街は、ロー
マの市民権を持つ特権階級に所属する者たちと
持たざる者たちとで二極化していました。クリスチ
ャンの割合は、持たざる者たちの中に多かったよ
うです。身近で特権階級に預かっている人たちを
見ながら生活しているクリスチャンらに、パウロは、
私たちはローマの市民権よりもはるかに優ってい
る素晴らしい御国の市民権に預かっているという
ことを力強く伝えました。私たちも、御国の国籍
（市民権）をすでに頂いています。死後、天に国
籍を持つのではありません。主イエス・キリストによ
って救われた全ての者たちは、この地上のどんな
国籍よりも素晴らしい御国の国籍に預かって、こ
の地上の生涯を生かされているのであります。パ
ウロが語ったこの素晴らしい真理を抱いて、私た
ちはイエス・キリストの再臨を待ち望み、完成した
御国に住むことに希望を持って歩んでいきましょ
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。 
 
 
 

  
■Prayer Night 
7月21日(木)19:50から、教会1階ドリームルームで
Prayer Nightを行います。 
ミーティングID: 836 2362 6751 
パスコード: 356007 
※毎主日、祈りの箱を受付に置きます。Prayer 
Night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
にいたします。 
■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。 
■クリーンウォーク 
7月23日（土）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。時間は調整中です。
※雨天中止になります。 
担当：三澤悠伝道師 

日本部の mission statement 
１．私たちは、神様の子供とされた大切でかけがえのない一人一人が集まった共同体です。 

-あなたは愛されるために生まれた人。 

２．私たちは、一人の問題を皆で祈り支えることで連帯し、共に泣いて共に笑う共同体です。 

-信仰生活は団体戦。 

３．私たちは、この地上における神の国の現れと広がりに仕える共同体です。 

-宣教する教会。 

 


