
◆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疲れて痛んでいる信徒一人ひとり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。 

④日曜学校：7月のスマイルキッズ・中高等部のキャンプで安全が守られ恵みあふれるように。 

ラブリーキッズの建物での礼拝再開のために。 
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2 部礼拝 10：00          

説教：阿久津 和生 伝道師                          

司会：三澤 悠 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･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････････西村 武虎 執事 
私たちの祈り････････・・・・・･･･････主の祈り････････････････････････････一同 

聖書朗読･･･････････････・・イザヤ書 63 章 7 節-14 節・・･･････････････司会者 

説   教･････････････････「主の愛を思い起こす」･･････阿久津 和生 伝道師 

献金讃美･･････････・・････・・････新聖歌 172 番･･･・･･・・・・･・・･･････････一同 

献金祈祷･････････････････････････････････････････････････････････司会者 

頌   栄････････････・・・････････新聖歌 63 番･････････････････････････一同 

  牧会祈祷･････････････････････････････････････････････････････････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】◆エフェソの信徒への手紙－著者はパウロで、執筆年代は AD60 年
か 61 年。エフェソとはローマ帝国アジア州最大の都市の 1 つであり、パウロが 3 年間滞在して（使
徒 19－20 章）福音を宣べ伝えた場所である。その際に生まれたのがエフェソの教会の群れであり、
それから数年後、パウロがローマによって投獄されている間に書き送った 4 つの手紙（獄中書簡）の
うちの 1 つがエフェソの信徒への手紙である。この手紙は「教会」という 1 つの主題が全体を通して
貫いている。エフェソの信徒への手紙は、パウロが「教会」という新しい普遍的な存在としての組織
の意味について熟考する機会を得た後に書かれたものであり、信仰の初心者に向けてではなく、霊
的経験においてある程度円熟し、より高い知識を持ち、より充実した生活をしたいと願っている人々
に対して書かれたものであった。手紙の構成は 2 つに分けることができる。①1－3 章において、パ
ウロは福音のストーリーについて述べ、イエスの生涯と多民族からなる新しい共同体の形成は、まさ
に歴史のクライマックスであると説明している。次に「そこで」という接続詞によって続く②4－6 章に
おいて、パウロはこの福音が私たちの人生のストーリーとなり、生活のあらゆる側面（個々人の内面
や人間関係、家族や社会との関わりなど全てにおいて）で影響を与えるべきであると述べている。パ
ウロは福音のストーリーをまとめ、それが私たちの人生のストーリーをいかに作り変えるのか、その共
同体をどのような共同体へとならしめるのかについて教えている。エフェソの信徒への手紙におい
て、教会の目的は「ついには、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものと
なり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長する」(4:13)ことなのであ
る。(参考文献;M・C・テニイ「新約聖書概観」,Bible project「エペソ人への手紙【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 9 章 1 節-22 節 

「パウロのだいへんしん」 

スマイルキッズ 久保田 美穂 
9:00 

ビジョン A 

使徒言行録 9 章 1 節-22 節 

「変えられたサウロ」 

中高等部 阿久津 和生 
13:00 

ビジョン B 

イザヤ書 59 章 20 節－21 節 

「聖霊と御言葉によって神に立ち帰る」 

３部礼拝 

（韓国語・通訳） 
元 斗 灝 

12:00 

第一礼拝堂 
列王記上 18 章 30 節-40 節 

「倒れたところで再び」 

4 部礼拝 

（英語） 
三澤 悠 

12:00 

ビジョン A 
Isaiah 66:1,2  

“The Challenge by the Sovereign God” 

ブレッシング部  何 虹燕 
10:00 

ドリームルーム 

創世記 7 章 5 節 

「ノアの方舟」 

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 11 章 32 節-35 節 

「イエスは涙を流された」 
 
 
 

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 

-イザヤ書６３章７節-１４節- 
7:わたしは心に留める、主の慈しみと主の栄誉を／主がわたしたちに賜ったすべて
のことを／主がイスラエルの家に賜った多くの恵み／憐れみと豊かな慈しみを。8:主
は言われた／彼らはわたしの民、偽りのない子らである、と。そして主は彼らの救い
主となられた 9:彼らの苦難を常に御自分の苦難とし／御前に仕える御使いによって
彼らを救い／愛と憐れみをもって彼らを贖い／昔から常に／彼らを負い、彼らを担
ってくださった。10:しかし、彼らは背き、主の聖なる霊を苦しめた。主はひるがえって
敵となり、戦いを挑まれた。11:そのとき、主の民は思い起こした／昔の日々を、モー
セを。どこにおられるのか／その群れを飼う者を海から導き出された方は。どこにお
られるのか／聖なる霊を彼のうちにおかれた方は。12:主は輝く御腕をモーセの右に
伴わせ／民の前で海を二つに分け／とこしえの名声を得られた。13:主は彼らを導
いて淵の中を通らせられたが／彼らは荒れ野を行く馬のように／つまずくこともなか
った。14:谷間に下りて行く家畜のように／主の霊は彼らを憩わせられた。このように
あなたは御自分の民を導き／輝く名声を得られた。 

■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。 
■共同議会のお知らせ 
本日、地下マンナにて、共同議会があります。 
投票方法は現場投票と、zoomによるURL投票で
す。 
※1 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宜しくお願いし
ます。共に教会共同体を作り上げていきましょう。 
案件： 
①担任牧師の再信任投票  
②韓国部按手執事の投票 
③中国部按手執事の投票  
④3名の長老候補者が運営委員会に参加する件 
⑤宋ギョンホ執事（中国部按手執事）が運営委員
会に参加する件 
※2 按手執事の候補者は掲示板のポスターを参
考にしてください。 
ZoomミーティングID: 897 5333 4962 
Zoomパスコード: 41046 
 

■通読プロジェクト『Step by Step』 
①今週の通読箇所はイザヤ63章-エフェソ信徒へ
の手紙3章です。  
※注目ポイント→エフェソ１：１０「救いの業の完成
に向かって」主なる神様の目的は、天にあるもの
も地にあるものも、あらゆる隔ての壁を壊して一つ
にすることです。主はそのために、人々を救い出
し、一つの神の家族とすることをご計画されまし
た。それは元々ユダヤ民族を通して始められまし
たが、新約時代、イエス様を通して異邦人を含め
た全ての人々が神の家族に招かれるようになりま
した。ゆえに私たちも、イエス様による救いの恵み
に預かり神の家族の一員とされたのです。未だ天
と地は一つにされてはいませんが、世界はそこに
向かっており、やがて必ず完成します。私たち
は、主の救いの業の完成に向けて関わるようにと
召されています。その召しに応え、尊く用いられる
私たちとなりますように。 
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。 
 
 
 

  
■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。 
■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。 
■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：7月9日（土）16:30-18:00 
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。 

 


