
◆教会共同体の祈祷課題◆ 

① 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。 

② 教会のリーダーシップが成熟していく過程において聖霊の導きがありますように。宣教の業に用

いられますように。 

③ ウクライナとロシアとの戦争が速やかに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。 

④ 日曜学校：聖書にある「受けるよりは与えるほうが幸いである」を生活の中で実践できるように。 
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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･･･････････････・エレミヤ書 31 章 31 節-34 節・・････････････司会者 

説   教････････････････････「新しい契約」･････････････堀江 佳奈 牧師 

献金讃美･･････････・・･････････・新聖歌 257 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 
「かみさまのことばを、おぼえよう」 

列王記下 22 章 1 節-23 章 19 節 

スマイルキッズ 
9:00 

ビジョン A 

「神様のことばは、私たちの光です」 

列王記下 22 章 1 節-23 章 19 節 

中高等部 阿久津 和生 
13:00 

ビジョン B 
エレミヤ書 27 章 12 節−14 節 

「私たちが背負うもの」 

ブレッシング部  何 虹燕 
10:00 

ドリームルーム 
列王記下 4 章 7 節 

「主の恵みは十分です」 

３部礼拝 

（韓国語・通訳） 
金 鉉 

12:00 

第一礼拝堂 
 出エジプト記 3 章 10 節-20 節 

「不確実だけど信じる」 

4 部礼拝 

（英語） 
三澤 悠 

12:00 

ビジョン A 

Jeremiah 31:31-34  

“The blessings of the New Covenant” 

6 部礼拝 

（中国語・通訳） 
朴 日永 

14:00 

第一礼拝堂 

黙示録 8 章 1 節-5 節 

「驚異的な祈り」 

たき火のわ 胡 天訳 
17:00 

ドリームルーム 

創世記 4 章 2 節-5 節 

「熱心だけではありません」 
 
 
 

【Step by Step 通読の手引き】◆ 
◆エレミヤ書－エレミヤ書は BC7 世紀から 6 世紀に記された、祭司エレミヤによる神の正義
と恵みついての預言書である。南ユダの王ヨシヤの治世 13 年目に預言者として召され、エ
ルサレム陥落後まで活動したことを踏まえれば、エレミヤは最も悲劇的な時代の最後の部分
を生きた預言者であったと言える。エレミヤは偶像と不正によって神との契約を破り破滅の一
途を辿るイスラエルに対して厳しい裁きが下ると繰り返し警告し、主は「バビロン帝国が神の
しもべとして用いられ、エルサレムを壊滅させ、人々を捕囚として連れていくだろう」と預言し
た。けれど王や民たちの心は頑なで、逆にエレミヤを偽預言者として決めつけて、虐待と侮
辱をもって応答した。エレミヤが、このように苛酷かつ激動の時代を涙しながら生き抜いたそ
の姿をもって、後世のキリスト者は彼のことを「涙の預言者」と呼ぶのである。内村鑑三は記し
ている。「旧約聖書人物中で余が最も親しんだのは涙の預言者エレミヤである」と。本書は以
下のように構成されている。1-24 章；イスラエルへの非難と警告、25 章；迫りくる侵略(神の
義なる怒り)、26-45 章；バビロンの襲来―イスラエルへの裁きと希望、46-51 章；バビロンの
襲来―近隣諸国への裁きと希望、52 章；エルサレムの陥落と捕囚。本書最大の山場は 31
章で語られる「新しい契約」である。「新しい契約」はメシア到来を予感させ、新旧約聖書をリ
ンクさせるものであり、最も暗く最も悲しい時代に差し込まれた一筋のけれど揺るぎない希望
の光であった。(参考文献,Bible project 「エレミヤ書【概観】」、カラー新聖書ガイドブック「エ
レミヤ」、西満『旧約聖書の思想と概説中』いのちのことば社、1994 年) 
 



◆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 

-エレミヤ書 31 章 31 節-34 節- 

31:見よ、わたしがイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と

主は言われる。32:この契約は、かつてわたしが彼らの先祖の手を取ってエジ

プトの地から導き出したときに結んだものではない。わたしが彼らの主人であ

ったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。33:しかし、

来るべき日に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言わ

れる。すなわち、わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記

す。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。34:そのとき、人々は隣

人どうし、兄弟どうし、「主を知れ」と言って教えることはない。彼らはすべて、

小さい者も大きい者もわたしを知るからである、と主は言われる。わたしは彼

らの悪を赦し、再び彼らの罪に心を留めることはない。 

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。 

 

■通読プロジェクト『Step by Step』 
①今週の通読箇所はエレミヤ32章-38章です。  
※注目ポイント→36:24「神の言葉を恐れない
人々」主がエレミヤに託した災いに関する預言に
ついて、当時の王やその側近たちは、誰ひとり恐
れを抱かず、悔い改めようともしませんでした。王
は預言の巻物をナイフで切り裂き、暖炉で燃やし
てしまったのです。何という姿でしょうか。主は時
に、私たちが聞きたくないような厳しい言葉を語り
ます。その時の私たちの反応が、彼らのようには
ならないように切に祈ります。神の言葉はその場
しのぎにしかならないお手軽な鎮痛剤ではありま
せん。私たちの罪の膿を取り出して完全に癒すた
めの腹に苦い薬です。ですからたとえどのような
内容であっても、真理にして不変である神の言葉
を恐れをもって受け止めましょう。その前に跪いて
心から悔い改める者でありましょう。 
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。 
 
 
 

  
■収穫感謝礼拝 
(1)感謝の木 
収穫感謝礼拝に向けて感謝の木を作成していま
す。受付で配布しているリンゴの用紙に今年一年
間の感謝のことを書き、受付に提出してください。
ご協力よろしくお願いします。 
(2)献金封筒 
収穫感謝の献金封筒が受付にありますので用い
てください。 
■Prayer Night 
11月17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。ZoomからもYouTube
からも参加できます。Zoomからの方はこちらから
お入りください。 
ミーティングID: 836 2362 6751 
パスコード: 356007 
■イ・ユンファさん特別賛美 
11月24日(木)の木曜祈り会でイ・ユンファさんが特
別賛美をされます。 
■日本福音主義神学会 
日本福音主義神学会東部部会秋のオンライン神
学会が以下のように行われます。 
11月14日（月）14：00-17：00 
テーマ：「ポストコロナの教会教育」 
ケーススタディとして私たちの教会の日曜学校が
取り上げられ、久保田幹事が発表します。 
参加希望の方は担当者まで連絡ください。 
担当：久保田美穂宣教幹事 

■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、平日は事務室に置いてあります。 
■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。 
■地域宣教部 
(1)公園サポート 
大東橋公園の手入れと苗を植えるお手伝いを一緒
にできるメンバーを募集しています。 
日時：19日(土)10:00- 
時間は2時間弱が予想されます。できる方は担当者
までお願い致します。 
担当：三澤悠牧師、今村泰子執事 
⑵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。 
(3)クリーンウォーク 
11月26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：三澤悠牧師 
■クリスマスの装飾 
11月27日からはじまるアドベントに備え、教会全体
にクリスマスの装飾を施します。共に装飾をしてくれ
る兄弟姉妹を募集しています。 
11月26日(土) 15:00-17:00  
担当：阿久津和生伝道師 
■人事委員会 
《新任・再任執事の推薦についてのお知らせ》 
2023年度の新任・再任執事の推薦を受け付けます。 
※今年度の諸職執事は該当せず、継続連任として
別にお知らせします。教職者の推薦及び自己推薦
を人事委員会で受け付けます。 
推薦期間：11/20(主)-12/4(主) 
【最低限の基準】 
・30歳以上で、洗礼、転入から1年以上経っている。 
・主日礼拝に参加し、十分の一献金を献げている。 
・1年以上責罰を受けていない。 
上記基準に加え、奉仕状況などを人事委員及び教
職者で総合的に勘定したうえで選出します。諸職執
事として教会共同体に仕えたいという方、またご質
問は担当までお願い致します。 
担当：三澤悠牧師、酒井葉執事 
《2023年 諸職執事選出スケジュール》 
11/20(主)-12/4(主) 新任・再任執事推薦 
12月中、 新任・再任執事候補確定 
23/1/15(主)新任・再任執事教育(1) 
1/22(主)新任・再任執事教育(2) 
2/5(主)諸職執事候補全体教育 
3/5(主)諸職執事任命 
■日本宣教神学院 
JMTS 27期生の募集 
願書締切日2023.1.7（土） 
入学試験日2023.1.21（土） 
試験科目:旧約聖書・新約聖書・英語・小論文・面接 
担当：堀江佳奈牧師 


