マキキ聖城キリスト教会 Makiki Christian Church
2018 年 4 月 8 日教会創立記念主日礼拝式順序
MCC 114th Founder’s Day Celebration Sunday

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

Worship Services
司会: 第 1 玉寄朋子姉 Tomoko T
第 2 上原美砂姉 Misa U
前奏 Prelude
奏楽: 岡田里美姉 Satomi O
招詞 Call to Worship
詩篇62:5-8 Psalm62:5-8
祈祷 Invocation – Responsive Prayers
司会者: 私たちの光であり救いである神に、共に礼拝をささげましょう。
会衆: 主は私たちの人生の大いなる力です。
司会者: 私たちはあなたを求めるために、この主の宮、神の家に住まうことを
望みとしています。
会衆: 私たちは喜びを携えて御前にでて、主に賛美をささげます。
司会者: 霊とまこととをもって神に礼拝をささげましょう。
会衆: 今この時、あなたの道を教えてくださり、私の道をまっすぐにして
ください。
司会者: 共に「主の祈り」をささげましょう。
Leader: Let us worship God, our light and our salvation.
People: The Lord is the stronghold of our lives.
Leader: We desire to live in God’s house and to seek God in His holy temple.
People: We have come with shouts of joy, to sing to the Lord.
Leader: Let us worship God in spirit and in truth.
People: Teach us Your ways and make straight our paths in this hour.
Leader: Let us pray the Lord's Prayer together.

本日の聖書箇所（新改訳）Scriptures
!

ミカ書 6 章 6〜8 節

6 私は何をもって主の前に進み行き、いと高き神の前にひれ伏そうか。
全焼のいけにえ、一歳の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。
7 主は幾千の雄羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯したそむき
の罪のために、私の長子をささげるべきだろうか。私のたましいの罪の
ために、私に生まれた子をささげるべきだろうか。
8 主はあなたに告げられた。人よ。何が良いことなのか。主は何をあな
たに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、
へりくだってあなたの神とともに歩むことではないか。

賛美と献金 Songs of Praise and Offerings
牧会祈祷 Pastoral Prayer
聖書箇所 Scriptures

ミカ書 6 章 6〜8 節 川尻貴子姉
Micah 6:6-8 Takako Kawajiri

説教 Message

「忠実な愛に立ち返る」 藤浪義孝牧師

“Return to Loyal Love” Rev. Yoshitaka Fujinami

賛美 Response Song
祝祷 Benediction
後奏 Postlude

讃美歌338 番 「主よ終わりまでつかえまつらん」

【報告】

4/8/18

9. 【日系人移民 150 周年】 ハワイの日系人が歩んだ人生を描く NHK 番組「新
日本風土記/ハワイ編」に、マキキ教会の奥村多喜衛牧師の歴史を始め、英

1. 【Welcome & Aloha】 4 月 2 日（月）からマキキ教会日本語ミニストリー牧師と
して就任された、藤浪義孝師とご家族をマキキファミリーとして温かくお迎えし

語部メンバーの方々がドキュメンタリーで出演します。ハワイでの放送予定は
「TV JAPAN」チャンネル 4 月 9 日（月）＆16 日（月）10:00p.m.です。

ましょう。
2. 【日本語ミニストリー牧師室より】 藤浪牧師のお休みは、毎週水曜日です。ま
た、E メールアドレスは yoshitaka.fujinami@makikichristian.org です。
3. 【マキキ教会創立記念礼拝】 本日は、マキキ教会創立 114 周年記念日（4 月
8 日）と創立者/奥村多喜衛師の生誕を一緒に祝う教会創立記念礼拝です。礼

【共に祈ろう】
• 病いの方々の癒しのために。ご家族のために。
• 野中久美さんが入院中。治療、癒しのために。
【誕生日おめでとう】
8 日 Adam Turner 兄
11 日 Craven 悦子姉

9 日 高瀬瑞恵姉
16 日 平井鉄造兄

合志道子姉

拝後の愛餐会では特別メニューでお祝いをします。ケーキは遠藤吉実兄から
の贈呈です。
4. 【教会建物献金】 私たちの教会を正しく管理するための月に一度の献金にご
協力をお願いします。
5. 【名札をつけましょう！】 お互いの名前を覚え、交わりをもちましょう。名札を失
くされた方、お持ちでない方は、新しく作りますので、礼拝受付で申し込み用紙
と１ドルを一緒に箱にお入れください。
6. 【聖書の学びー新約聖書シリーズ】 来週 4 月 15 日（日）10:00a.m.のぞみの会
の部屋にて。新しく始まる「聖書の学びー新約聖書シリーズ」第一弾は、使徒
パウロの書簡「エペソ人への手紙」です。「一致」「和解」の根源は何なのか。そ
の内容に迫ります。教会のあるべき姿が問われる聖書の一巻。是非ご出席く
ださい。
7. 【RC ファンドレイズ】 4 月 22 日（日）階下社交室にて、チキンカツ弁当を 4 ドル
で販売します。また、4 月 15 日（日）と 22 日（日）の英語部礼拝後、階下社交
室にて献金も受け付けています。ご協力ください。
8. 【AHJCC 関連の集会のお知らせ】 4 月 28 日（土）10:00a.m.ホノルル教会にて
「メディケア詐欺防止」についてのセミナーが行われます。詳細は教育館の掲
示板をご覧ください。

【本日の賛美】
1 「主はみ座におられる」
2 聖歌 588 番 「主とともにあゆむ」
3 「主イエスを求めることこそ」
4 「主のみ前に今行こう」
【次週の予定】
• 主日礼拝：藤浪義孝牧師
説教題 「莫大な霊的祝福 」

聖書箇所 エペソ人への手紙1:1-3

• 愛餐会はありません。
【先週4/1礼拝出席状況】
第一礼拝

13 名

子ども礼拝

18 名

第二礼拝

130 名

アロハワーシップ 4/4

34 名

