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初めて礼拝に参加なさる方への御案内
・教会の礼拝は、信者だけのものではありせ
ん。どなたでも、いつでも参加できます。
・礼拝は、｢見えない神と対面するとき｣です。
砕かれた自分を携えて礼拝に臨みましょ
う。
・礼拝では、イエス・キリストを証言する聖
書を読み、その聖書を説き明かす説教が行
なわれます。イエス・キリストの御言葉と
生きる姿を通して、私たち自身の生きる道
を尋ねましょう。
・礼拝では、讃美歌を歌い、祈ります。これ
らは神への信頼を表し、また神の恵みに応
えて感謝を捧げるものです。
・礼拝では、自分自身をささげて神に従う献
身のしるしとして、献金を捧げます。今は、
献身のしるしとして捧げる事は難しいと
感じる方が、神への感謝のしるしとして捧
げることもまた礼拝に相応しいことです。
人の目や金額の大小を思わず、心のままに
お捧げ下さることは、神と人とに仕えて生
きる新しい歩みの第一歩となるはずです。

週
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２０２１．２．２１.
どんなしるしを行ってくださいま
すか。どのようなことをしてくださ
いますか。わたしたちの先祖は、荒れ
野でマンナを食べました。
『天からの
パンを彼らに与えて食べさせた』と
書いてあるとおりです。すると、イエ
スは言われた。「はっきり言ってお
く。モーセが天からのパンをあなた
がたに与えたのではなく、わたしの
父が天からのまことのパンをお与え
になる。神のパンは、天から降ってき
て、命を与えるものである。
」
（ヨハネ６：３０～３３）
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御心の天になるごとく，地にもなさせたまえ。
かて

あた
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←礼拝ライブはフェイスブックから
週報はホームページにも掲載→

ゆる

我らに罪を犯す者を，我らが赦すごとく，
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我らを 試 みにあわせず，悪より救い出したまえ。
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〒062-0906 札幌市豊平区豊平 6 条 3 丁目 5-15
電 話 （０１１）８１１－６８３８

限りなく汝 のものなればなり。アーメン

礼
拝
日曜学校
祈り会

毎日曜 午前 10：10 より
毎日曜 午前 9：30 より
毎水曜 午前 10：30 より
午後 6：30 より

＊牧師との面談を希望される方はご連絡下さい。

送金には、郵便局から振替口座をご利用くださ
い。振替 ０２７９０－７－９０８２
口座名義：日本キリスト教会札幌豊平教会

メ―ル toyohirachurch@jcom.home.ne.jp
ＨＰ https://www.ccjtoyohira.com/
北海道中会ホームページ http://nikki-hokkaido.net/

２０２１年２月２１日
降誕節第９主日礼拝

№８

≪2021 度主題≫
『他者と共に、他者のために～食でつながる心と命～』
聖書 創世記１：２８
神は彼らを祝福して言われた。
「産めよ、増えよ、地に満ちよ。地を従わせよ。海の魚、
空の鳥、地の上を這う生き物を全て支配せよ」

招きの言葉：申命記１８：１５
あなたの神、主はあなたの中から、あなたの同胞の中
から、わたしのような預言者を立てられる。
何が起こったのか分からないからです。
』
あなたたちは彼に聞き従わねばならない。
41 彼らが若い雄牛の像を造ったのはそのころで、こ
の偶像にいけにえを献げ、自分たちの手で造ったも
讃美歌
Ⅰ-５４５
のをまつって楽しんでいました。
聖 書
使徒言行録７：37～43（新ｐ226）
42 そこで神は、顔を背け、
、彼らが天の星を拝むまま
祈 り
にさせておきました。それは預言者の書にこう書い
説 教 「命の言葉を受け、伝える」牧師稲生義裕
てあるとおりです。
讃美歌
Ⅰ-５０１
『イスラエルの家よ、お前たちは荒れ野にいた四十年
聖 餐
の間、わたしにいけにえと供え物を献げたことがあっ
讃美歌
Ⅰ-２０５（1，3 節）
たか。
献 金
43 お前たちは拝むために造った偶像,モレクの神輿
主の祈り
やお前たちの神ライファンの星を担ぎ回ったのだ。
頌 栄
Ⅰ-５４１
だから、わたしは、御前たちをバビロンのかなたに移
祝 祷
住させる。
』
アーメン三唱
後 奏（聴いた御言葉と派遣されて行く者としての理
今週の集会
想を覚えて、各自黙祷を）
・22 日(月) 7:30 朝ごはん弁当
10:30 絵手紙グループ
きょうの聖書
37 このモーセがまた、イスラエルの子らにこう言い ・24 日(水)10:30 祈り会（オンライン併用）/18:30 祈り会
ました。
『神はあなたがたの兄弟の中から、わたしの ・25 日(木)9:30～/11:00～ガンバルーン体操
10:00～14:00 弁当作り下ごしらえ
ような預言者をあなたがたのために立てられる。
』
38 この人が荒れ野の集会において、シナイ山で彼に ・26 日(金) 9:00 弁当作り(12:30 教会前で手渡し)
11:15～外国人留学生・路上へ、札幌バプテスト・
語りかけた天使とわたしたちの先祖との間に立って、
聖公会札幌キリスト教会にて弁当手渡し
命の言葉を受け、わたしたちに伝えてくれたのです。
39 けれども、先祖たちはこの人に従おうとせずに、彼 ・27 日(土)10:30 キリスト教信仰Ｑ＆Ａ（オンライン併用）
今週の牧師の予定（省略）
を退け、エジプトをなつかしく思い、
次主日の予告（2021 年 2 月 28 日）
40 アロンに言いました。
『わたしたちの先に立って
礼 拝 降誕節第 10 主日礼拝 （ライブ配信）
導いていてくれる神々を造ってください。エジプト
聖 書 使徒言行録７：44～50（新ｐ226）
の地から導き出してくれたあのモーセの身の上に、

説教：
「天は神の王座、地は足台」
讃美歌 Ⅰ-５４５，１６７，５４２
報 告
・14 日の礼拝出席 22 名、子ども 0,
献金 11,720 円・高校生以上の集い:休止
・17 日(水)祈り会Ⅰ:8 名(対面･リモート併用)、Ⅱ：3 名
・19 日(金)とよひら食堂：150 食(教会前 53、札バプ 42,
聖公 20 留学生会館５)大通 21 食。ボラ 10 名（9 食）
・20 日(土)キリスト教信仰Ｑ&Ａ:４名
お知らせ
＊コンサートご案内（札幌豊平教会を会場に)
◎４月１７日(土)15:00 開演
『ヴィオラ・ダ・ガンバの響き』福沢宏・布施久美子
バッハ・テレマンアーベル・クープラン他 ５０席に
限定 ¥3000．主催 バロック・コレギウム・サッポロ
◎６月１９日(土)15:00 開演
魅惑のみわけん北海道ツアー
『弦と歌で奏でる ケルト音楽と中世音楽 Vol.2』
小松崎健：ハンマーダルシマー /ほりおみわ：歌・
ギター/根深夏：歌/ヴィオラ・ダ・ガンバ：布施久
美子 前売り￥2500
＊上記のどちらも、コロナ禍の中で、とかく閉じこも
りがちな心を開く時をご一緒したいと、感染予防措
置を講じ、更に人数限定をしての開催です。
チケットの売れ行きは好調。人数の限定があるの
で、売り切れないうちに教会の皆様は如何でしょう
かとの、問い合わせがありました。御希望の方は牧
師まで。
＊2 月 28 日礼拝後に、礼拝室後ろの収納戸棚の整理
を行います(日曜学校)。また厨房の整頓を行います
(とよひら食堂)。食材や弁当資材の入って沢山の段
ボール箱が目立ちます。冬場は暖房の熱を避けるた
めに玄関風除室にも食材の入った箱があります。環
境整備委員会ととよひら食堂で対策を協議中です。

