マキキ聖城キリスト教会 Makiki Christian Church

2018 年 2 月 4 日主日礼拝式順序
Sunday Worship Services
司会: 第 1 熊谷恵姉 Megumi K
第 2 橋本マイク兄 Mike H
前奏 Prelude
奏楽: 岡田里美姉 Satomi O
招詞 Call to Worship
詩篇113:1-3 Psalm113:1-3
祈祷 Invocation – Responsive Prayers
司会者: 神よ、あなたは夜明けをもって一日を始められ、この地を目覚めさせる朝を
教えてくださいます。
会衆: あなたの御名は偉大です。あなたのご愛は偉大です。
司会者: あなたのために、もろもろの谷は喜び歌い、大地の木々はその手を打ち鳴
らします。
会衆: あなたの御名は偉大です。あなたのご愛は偉大です。
司会者: 地上の王たちはあなたの前にひれ伏し、貧しいもの、迫害されたものは喜
びの声をあげます。
会衆: あなたの御名は偉大です。あなたのご愛は偉大です。
司会者: あなたの愛と憐れみはとこしえです。それは朝ごとに新鮮で、朝日のよう
に確かなものです。
会衆: あなたの御名は偉大です。あなたのご愛は偉大です。
司会者: 共に「使徒信条」を唱えます。
Leader: O God, You summon the day to dawn, You teach the morning to
waken the earth.
People: Great is Your name. Great is Your love.
Leader: For You the valleys shall sing for joy, the trees of the field shall clap their hands.
People: Great is Your name. Great is Your love.
Leader: For You the monarchs of the earth shall bow, the poor and persecuted shall
shout for joy.
People: Great is Your name. Great is Your love.
Leader: Your love and mercy shall last forever, fresh as the morning, sure as the
sunrise.
People: Great is Your name. Great is Your love.
Leader: Let us recite the Apostle’s Creed together.

賛美と献金 Songs of Praise and Offerings
代表祈祷 Prayer
聖歌隊賛美 Choir Song Offering 「心にあるこの安きを」 聖歌隊「城」
聖書箇所 Scriptures ローマ人への手紙 8:31-39 矢口博将兄
Romans 8:31-39 Hiromasa Yaguchi
説教 Message
「とこしへの完全保障」 藤浪義孝牧師
”Our Eternal Perfect Security” Rev. Yoshitaka Fujinami
賛美 Response Song 讃美歌 285 番「主よ、み手もて、ひかせたまえ 」
聖餐式 The Lord’s Supper 頌栄 讃美歌 541 番 「父、み子、御霊の」
祝祷 Benediction
後奏 Postlude

2018 年教会年間聖句:
「神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊とまことによって
礼拝しなければなりません。」
ヨハネ 4 章 24 節
Scripture of 2018 :
“ God is Spirit, and His Worshipers Must Worship
in the Spirit and in Truth.”
John 4:24

本日の聖書箇所（新改訳）Scriptures
Ø ローマ人への手紙 8:31-39
31 では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、だ
れが私たちに敵対できるでしょう。
32 私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、
どうして、御子といっしょにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがあ
りましょう。
33 神に選ばれた人々を訴えるのはだれですか。神が義と認めてくださるのです。
34 罪に定めようとするのはだれですか。死んでくださった方、いや、よみがえられ
た方であるキリスト・イエスが、神の右の座に着き、私たちのためにとりなしてくだ
さるのです。
35 私たちをキリストの愛から引き離すのはだれですか。患難ですか、苦しみです
か、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。
36 「あなたのために、私たちは一日中、死に定められている。私たちは、ほふら
れる羊とみなされた。」と書いてあるとおりです。
37 しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの
中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。
38 私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるも
のも、後に来るものも、力ある者も、
39 高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにあ
る神の愛から私たちを引き離すことはできません。

【報告】
2/4/18
1. 【Welcome & Aloha】 本日のメッセージを取り次いでくださるゲストスピーカーは、
マキキ教会次期牧師候補の藤浪義孝牧師です。心から歓迎しましょう。
2. 【次期牧師候補の投票】 2 月 4 日（日）の第一礼拝後と、第二礼拝後、マキキ
会員のみで投票しますので、ぜひお残りください。
3. 【2017 年の献金領収書】 階下社交室の会計オフィス前にて各自お受け取りく
ださい。
4. 【DVD アフタヌーンのご案内】 本日 2 月 4 日（日）1:30p.m.より望みの会の部屋
で、「復活」を上映します。ご参加ください。
5. 【ヤングジェネレーションフェローシップ】 本日 2 月 4 日（日）2:30p.m. マキキ教
会中庭にて。次世代と遊びましょう！年齢制限無しですので、どうぞご参加くだ
さい。
6. 【ラブラブノート（教会奉仕サインアップシート）】 あなたのご奉仕が教会全体の
働きにつながります。共に主に仕えましょう。本日までにご提出ください。各奉
仕者の交代は 3 月からとなります。
7. 【2017 年アニュアルレポート（年次報告書）】 日本語と英語で別々に製本されま
す。冊子または E-mail での受け取りを希望の方は社交室のサインアップシート
にご記入ください。
8. 【中庭の駐車場】 毎週日曜日 1:30p.m.に閉門となります。中庭に駐車された方
は、その前にお車の移動をお願いします。それ以後の退出は、ご自分で開け、
また元通りに閉めて置いてください。ご協力お願いします。
9. 【日本語ミニストリーオフィス】 1 月 29 日（月）〜2 月 8 日（木）まで、お休みしま
す。ご用の方はメインオフィス 594-6446 まで。
10.【主日礼拝の予定】 今後のゲストスピーカーの予定は、下記の通りです。奉仕
者のためにお祈りください。
2 月 11 日 中野雄一郎牧師
2 月 18 日 グレイグ・ポーター兄
2 月 25 日 中野雄一郎牧師

【共に祈ろう】
• マキキ教会全体の新年 2018 年の神の導きを共に祈りましょう。
【お誕生日おめでとう】
7 日 フロイド佳南姉
11 日 Leciejewski 糸子姉
【本日の賛美】
1 「主は御座におられる」
3 「満たしてくださる方」

9 日 池澤博兄

2 「神はひとり子を」
4 「主のみ前に今行こう」

【次週の予定】
• 主日礼拝： ゲストスピーカー 中野雄一郎牧師
説教題 「喜びはあなたの力です！」
聖書箇所 ローマ書 5:1-5
特別賛美ゲスト ゴスペルシンガー、神山ミサ姉
• 愛餐会はありません。
【先週1/28礼拝出席状況】
第一礼拝

14 名

子供礼拝

18 名

第二礼拝

117 名

アロハワーシップ 1/31

33 名

