
◆教会共同体の祈祷課題◆ 

①創立記念礼拝を通して、これまで導いて下さった主に感謝と喜びを捧げられますように。これからの導

きを期待する心が与えられますように。 

②病をはじめとする、様々な困難の中にある兄弟姉妹に、主の守りと平安がありますように。 

③ウクライナへの軍事侵攻が平和的に解決されますように。国々の指導者にイエス様の心を与えてくだ

さい。 

④English Ministry：兄弟姉妹が生活の中で主を体験し、証しし、神の国の広がりに尊く用いられるように。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

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 

特別プログラム 

映像・・・・・・・・・・・・・・・・「I’ll be with you/良い友達」・・・・・・・・・・React チーム 

特別賛美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「花も」・・・・・・・・・・・・・・・・・English Ministry 
聖書朗読･････････コロサイの信徒への手紙 3 章 12 節-17 節・････････説教者 

説   教････････「イエス・キリストを表す教会を目指して」････堀江 佳奈 牧師 

献金讃美･･････････・・･･･・新聖歌 331 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 
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礼拝案内 

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 
列王記上 16 章 29 節-17 章 16 節 

「エリヤとアハブ」 

スマイルキッズ 
9:00 

ビジョン A 

列王記上 16 章 29 節-17 章 16 節 

「生きている、私の神」 

中高等部 阿久津 和生 
13:00 

ビジョン B 
箴言 29 章 18 節 

「ビジョンを受け取ろう」 

ブレッシング部  何 虹燕 
10:00 

ドリームルーム 
ヨシュア記 節16章6  

「エリコ城の陥落」 

３部礼拝 

（韓国語・通訳） 
元 斗灝 

12:00 

第一礼拝堂 
サムエル記下 6 章 12 節-19 節 

「恵みのなかで喜び踊り」 

4 部礼拝 

（英語） 
三澤 悠 

12:00 

ビジョン A 

Colossians 3:1 “Since, then, you have 

been raised with Christ,” 

6 部礼拝 

（中国語・通訳） 
朴 日永 

14:00 

第一礼拝堂 

エズラ記 6 章 13 節-15 節 

「今まできたのは主の恵なり」 

たき火のわ 阿久津 和生 
17:00 

ドリームルーム 

ルカによる福音書 18 章 1 節-8 節 

「祈りを聞いて下さる神」 
 
 
 

【Step by Step 通読の手引き】◆ 

◆コロサイの信徒への手紙－AD60 年前後、パウロが投獄中に書いた手紙の 1 つ。パウロは、コロサイ

教会の聖徒たちを惑わしていた偽りの教え（多神教に由来する神秘主義やユダヤ教の律法主義）、そ
してそこから生まれる偽りの生活について批判し、それらを遥かに上回るキリスト論と信仰に基づく生活

の勧めを展開している。この書の構成は以下である①1:1-23 高くあげられたメシアとしてのイエス、

②1:24-2:5 自分が投獄によって遭わされている苦しみはそのイエスのためである③2:6-23 コロサイの

聖徒らをイエスから引き離そうとする偽りの教え、④3 章-4 章イエスのよみがえりの命にアクセスした新
しい生き方。1:15－20 に記されたメシアの詩は大変秀逸であり、パウロは手紙の中で何度もそこに立ち
返っている。(参考文献;Bible project「コロサイ人への手紙【概観】」 、M・C・テニイ「新約聖書概観」) 
◆フィレモンへの手紙－パウロがフィレモンという人物に宛てた個人的な手紙。この手紙はコロサイ信

徒への手紙とセットのようなものであり、先の手紙でパウロが勧めた新しい生き方の実践、特に赦しへと

招くものであった。フィレモンはコロサイ教会の聖徒で裕福なローマ市⺠であった。手紙の中でパウロ

がフィレモンに赦してほしいと頼んだ相手であるオネシモは、元々フィレモンの奴隷であり、主人の家で

窃盗を働いて逃亡した後、不思議な導きで獄中のパウロと出会い回心してイエスの僕になった人物で

あった。パウロは両者の和解を願い、自分の元にいたオネシモをこの手紙とコロサイ信徒への手紙を持
たせてコロサイに送り出したのであった。この書の構成は以下である①1－7挨拶と交わり、②8-20 パウ

ロの願い、③21-25 別れの挨拶。 この手紙は、キリスト者の新しい生活とは、自分に対して罪を犯した

人間を赦し、主にある兄弟として再び迎え入れることなんだということを最もよく描写しているものであ

る。(参考文献;Bible project「フィレモンへの手紙【概観】」、M・C・テニイ「新約聖書概観」) 



◆本日の聖句◆ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
     

                       

 

 

 

 

 

 

 

   ◆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 

-コロサイの信徒への手紙 3 章 12 節-17 節- 
12:あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈
愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。13:互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦
し合いなさい。主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたも同じようにしなさい。14:
これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成させるきずなです。15:ま
た、キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。この平和にあずからせるため
に、あなたがたは招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。16:キリストの
言葉があなたがたの内に豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、
詩編と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神をほめたたえなさい。17:そして、何を話すに
せよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって、父である神に感謝し
なさい。 

■執りなしの祈り 

毎主日、祈りの箱を受付に置いています。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。 

■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  

昨日、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。また、お弁当のご予
約を受け付けています。兄弟姉妹の周りの方々

で必要な方がいらっしゃれば、ご紹介いただけれ

ば幸いです。下記メールアドレス宛に【お名前、

希望食数、ご連絡先】をお知らせください。尚、

配達は行なっておりません。 

締切：毎月第2金曜日 

連絡先：kitayon25@gmail.com 

担当：三澤悠伝道師 

■クリーンウォーク 

10月22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：三澤悠伝道師 

■文書伝道デー 

10月23日(主)の2部礼拝時に「いのちのことば社」

の担当者が来られ、証をしてくださいます。また

礼拝後にフレンズカフェでキリスト教書籍を販売
します。 

■収穫感謝礼拝奉仕者募集 

11月20日(主)の収穫感謝礼拝に向けて3階ロビ

ーの掲示板に「感謝の木」のモニュメントを作成し

ようとしています。その作成のために共に仕える

兄弟姉妹を募集しています。 

担当:阿久津和生伝道師 

■礼拝部 

ソーシャルディスタンスを保つため、3階礼拝堂の

長椅子を二つセットで配置していましたが、最近
コロナ感染者の減少傾向が見られ、礼拝に参加
される聖徒が増加しているため座席を元の通りに

戻します。 

実施日:本日より 

実施方法:基本的なコロナ対策(三密の回避、マ
スク着用、手洗い)を継続する、換気と消毒を徹
底的に実施する、密を避けるため一人ぐらいの

間隔を空けて座る。 

 

■通読プロジェクト『Step by Step』 
①今週の通読箇所はコロサイ信徒への手紙2章- 
4章、フィレモンへの手紙、エレミヤ1章-3章です。  

※注目ポイント→フィレモン16「愛する兄弟とし
て」;パウロはフィレモンに対して、かつてフィレモ
ンの奴隷であり悪事を働いて彼の元から逃げ出し
たオネシモについて、愛する兄弟として迎え入れ

て欲しいと執りなしました。フィレモンにオネシモと
和解するよう頼んだのです。フィレモンにとって

は、大きなチャレンジだったに違いありません。私
たちもまた、自分を苦しめた人、傷つけた人を赦
し、和解するようにチャレンジされることがあるかも
しれません。あるいはパウロのように誰かと誰かの

間を執りなすように招かれるかもしれません。そん
な時私たちは、イエス様の執りなし、イエス様の赦
しと和解の姿に倣って、チャレンジを受け取り、招
きに応答していきましょう。イエス・キリストからの恵

みと平和が満ち溢れることを期待しつつ。 
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。 
 

 
 

  
■創立記念礼拝(日本部27周年・韓国部34周年・
中国部16周年・English Ministry１７周年) 
本日10月9日(主)は創立記念礼拝です。記念品
のマグカップを受付で配布しています。 
また、創立礼拝感謝の献金封筒が受付にありま

すので用いてください。 
■共同議会 

本日、礼拝後に地下マンナにて共同議会が行わ
れます。 

【案件】 

①21年度決算報告 ②21年度監査報告 

③韓国部の按手執事から李ゲファン執事と崔ヨン

オク執事の２名が運営委員会の正式メンバーとし

て参加する件。 

《投票方法》 
①10/9(主)現場投票 

②10/9(主)zoomにてURL投票（URLはチャットで共有） 

※URL投票に関してー重複投票防止とした電話
番号の記載をお願いします。記載のない票に関
しては無効となります。電話番号は上記の目的以
外には一切使用致しません。 
・Zoom：ミーティングID: 856 6254 7511 

パスコード: 740557 

■日本老会牧師按手式 

10月12日(水)静岡県国立中央青少年交流の家
「富士の里」にて牧師按手式があります。(三澤悠
伝道師/日本部、申善美伝道師/韓国部、本名
貴子伝道師/オリーブハウスチャーチ、李榕寅伝
道師/福岡アガペキリスト教会) 共にお祝いする

ことを希望される方は、教会から車を出しますの
で担当教職者までご連絡ください。 

教会出発時間：16:00 
教会到着時間：23:00 
担当:阿久津和生伝道師 

〜2022 年創立記念礼拝特別早天祈祷会（10月 11-14 日）韓日中共同祈祷課題〜 
 

【10月 11 日・教会全体のため】 

1.今日まで、主が私たちの教会を導き、守ってくださったことに感謝します。これからの教会の歩みにお
いて主の更なる恵みと祝福がありますように。 
2.教会のかしらなる主が教会を治めてくださっていることを信じます。運営委員会をはじめ、各部署の諸
職会が心を一つにしてへりくだり、主の御心を常に求めながら教会を治めて行くことができますように。 
3.主が引き続き、私たちの教会を宣教に用いてくださいますように。 

 
【10月 12 日・韓国部のため】 

1.お互いに信頼し、愛し合いながら神様を知っていく韓国部となるように。 
2.心や体に痛みがあり、疲れた魂に神様の慰めと癒しがありますように。 

 
【10月 13 日・日本部のため】 

1.三年間の聖書通読を通して、神様の救いのご計画を理解し、そこに希望を持って信仰生活を送る共
同体となるように。 

2.地域宣教に用いられるように。 
3.English Ministry、ブレッシング部を主が導いてくださり豊かな成長を与えてください。 

 
【10月 14 日・中国部のため】 

1.12 の牧場(家の教会)の牧者が主によって支えられ、新しい体制に早く慣れ、牧員と共に「魂の救いと
弟子作り」を目指せるように。 

2.在日中国人の伝道のために、必要とするところに新しい教会の開拓が進められますように。 

3.中国人教会に仕える中国部となりますように。 
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