マキキ聖城キリスト教会 Makiki Christian Church
2018 年 1 月 7 日主日礼拝式順序
Sunday Worship Services
司会: 第 1 高橋るみ子姉 Rumiko T
前奏 Prelude
招詞 Call to Worship
祈祷 Invocation – Responsive Prayers

第 2 ヴァインズ郁子姉 Ikuko V
奏楽: 岡田里美姉 Satomi O
詩篇24:7-10 Psalm24:7-10

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

司会者: 主のみ名を呼び、感謝をささげよう。主がなさったことを国々の間で知

本日の聖書箇所（新改訳）Scriptures

らせよう。
会衆:

主に歌い、賛美をささげよう。その不思議なみ業を知らせよう。

司会者: 主のみ名に栄光あれ。主を尋ね求める者の心が喜びで満たされます
ように。
会衆:

力なる主を見上げよう。常にそのみ顔を探し求めよう。

司会者: 「使徒信条」を共に告白しましょう。
Leader: Give thanks to the LORD, call on His name; make known among the
nations what He has done.
People: Sing to Him, sing praise to Him; tell of all His wonderful acts.
Leader: Glory in His holy name; let the hearts of those who seek the LORD
rejoice.
People: Look to the LORD and His strength; seek His face always.
Leader: Let us recite the Apostles’ Creed together.

賛美と献金 Songs of Praise and Offerings
代表祈祷 Prayer
フラ賛美 Dance Offering
聖書箇所 Scriptures

「いつくしみ深き」 ナルド
マタイ 16:24-26
Matthew16:24-26

説教 Message

矢口博将兄
Hiromasa Yaguchi

「たとえ全世界を手に入れても・・・」 原田憲夫牧師
Rev. Norio Harada

賛美 Response Song

第 2 讃美歌 161 番 「輝く日を仰ぐとき」

聖餐式 The Lord’s Supper
祝祷 Benediction
後奏 Postlude

頌栄 「父、御子、御霊の」

! マタイ16:24-26
24 それから、イエスは弟子たちに言われた。「だれでもわたしにつ
いて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そして
わたしについて来なさい。
25 いのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを
失う者は、それを見いだすのです。
26 人は、たとい全世界を手に入れても、まことのいのちを損じたら、
何の得がありましょう。そのいのちを買い戻すのには、人はいった
い何を差し出せばよいでしょう。

【報告】

1/7/18

1. 【Welcome & Aloha】 本日までの日曜礼拝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、原田憲夫牧師です。1 月 9 日（火）に日本へ帰国されます。こ
の約 1 ヶ月間のお働きに感謝をしましょう。

【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。
• 関れい姉（関真士牧師夫人）の術後の回復のために。アップデート状況は、ブ
ログサイト http://blog.goo.ne.jp/sanwa5510459 をご覧ください。 また、ラブオ
ファリングも募っています。チェックの宛先は、「関真士」、または「キャッシュ」で
お願いします。田辺共恵姉まで。

2. 【2018 年の年間暗唱聖句】 日本語ミニストリーのカウンシルリトリートにて祈り
の内に与えられました。暗唱し、みことばに導かれていきましょう。
「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。」（ヨハネの福音書 4 章 24 節）

【お誕生日おめでとう】
8 日 小川真由美姉 Levy 美子姉 染川秀一兄
14 日 芳中史姉 高橋麻子姉 佐藤ソフィア姉

3. 【2018 年教会予算案】
• 公聴会：本日 9:00a.m.二階社交室にて。
• 承認会：来週 1 月 14 日（日）英語部&日本語部各礼拝時。
• 予算案のコピーは、階下社交室会計オフィス前にあります。ご参照ください。
ご質問は、公聴会で、またはバーニー・キム兄 berniekim@gmail.com まで。

【本日の賛美】
1 「新しい歌を」
2 讃美歌 239 番 「さまよう人々、たちかえりて」
3 「エベン エゼル」
4 「苦しみわれを囲むとも」

4. 【連合初春祈祷会】 1月13日（土）1:00p.m.IJCCにて。日本語諸教会の兄弟姉
妹が集まり、新しい年を主に委ね祈り合います。ぜひ、ご参加ください。

【次週の予定】
• 主日礼拝： ゲストスピーカー 中村裕二牧師
説教題 「星のようにこの世に輝く」 聖書箇所 ピリピ 2:12-18

5. 【RCセンディング・ファンドレイズ】 1月21日（日）階下社交室でスパムむすびを
販売します。材料のスパム缶、のり、ヨシダソース、お米、献金のドネーションを
募っています。エイミー・タケモト姉まで。ご協力お願いします。
6. 【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。
7. 【教会建物献金】来週 1 月 14 日（日）。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致します。
8. 【主日礼拝の予定】 今月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。
1 月 14 日 中村裕二牧師
1 月 21 日、28 日 清水摂宣教師

• 愛餐会当番
料理＆片付け： ユースチーム
【先週12/31礼拝出席状況】
第一礼拝

9名

第二礼拝

118 名

アロハワーシップ 1/3

34 名

