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願わくは御名をあがめさせたまえ。
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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。
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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→
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我らに罪を犯す者を，我らが赦すごとく，
ゆる
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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。

週

報

２０２１．４．２５.

主イエスを復活させた神が、イエ
スと共にわたしたちをも復活させ、
あなたがたと一緒に御前に立たせて
くださると、わたしたちは知ってい
ます。
（Ⅱコリント４：１４）

日本キリスト教会

札幌豊平教会
〒062-0906 札幌市豊平区豊平 6 条 3 丁目 5-15
電 話 （０１１）８１１－６８３８
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４月２５日
復活節第４主日

№１７

招きの言葉：Ⅱコリント４：１４
イエスを復活させた神が、イエスと共にわたしたち
をも復活させ、あなたがたと一緒に御前に立たせてく
ださる。
讃美歌
Ⅰ-５４５
聖 書
使徒言行録９：10～19a①（新ｐ230）
祈 り
説 教
「神が選んだ器」
讃美歌
Ⅰ-３７０（1,2,4 節）
献 金
主の祈り
頌 栄
Ⅰ-５４２
祝 祷
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
想を覚えて、各自黙祷を）
きょうの聖書
10 ところで、ダマスコにアナニアという弟子がいた。
幻の中で主が、
「アナニア」と呼びかけると、アナ
ニアは、
「主よ、ここにおります」と言った。
11 すると、主は言われた。
「立って、
『直線通り』と
呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという
名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈って
いる。
12 アナニアという人が入って来て自分の上に手を
置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、
幻で見たのだ。
」
13 しかし、アナニアは答えた。
「主よ、わたしは、
その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対
してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きまし

た。
」
14 ここでも、皆を呼び求める人をすべて捕えるため、
祭司長たちから権限を受けています。
」
15 すると、主は言われた。
「行け。あの者は、異邦
人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を
伝えるために、わたしが選んだ器である。
16 わたしの名のためにどんなに苦しまなければな
らないかを、わたしは彼に示そう。
」
17 そこで、アナニアは出かけて行って、ユダの家に
入り、サウロの上に手を置いて言った。
「兄弟サウ
ル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主
イエスは、あなたが元どおり目が見えるようになり、
また、聖霊で満たされるようにと、わたしをお遣わ
しになったのです。
」
18 すると、たちまち目からうろこのようなものが落
ち、サウロは元どおり見えるようになった。そこで、
身を起こして洗礼を受け、
19 食事をして元気を取り戻した。
≪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」

今週の集会
・26 日(月)7:30 朝ごはん弁当 10:30 絵手紙Ｇ
・28 日(水)10:30 祈り会(オンライン併用）/18:30 祈り会
・29 日(木)10:00～14:00 弁当調理
・30 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・
食事をして聖公会札幌キリスト教会にて弁当手渡し
19:00～20:30「みんなで共に生きるため～入管法改
悪の問題点～」
（日本聖公会札幌ｷﾘｽﾄ教会及び Zoom）

・１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）
次主日の予告（2021 年 5 月 2 日）聖餐執行
礼 拝 復活節第５主日（ライブ配信）
聖 書 使徒言行録９：10～19a②（新ｐ230）
説教：
「神が用いる器」稲生牧師
讃美歌 21-２８，５０５，７８，２７
報 告
・18 日の礼拝出席 23 名,子ども 0,陪餐 23 名,
献金 16,400 円。高校生以上の集い:休止
・21 日(水)祈り会Ⅰ：８名(対面･リモート併用)Ⅱ：２名
・23 日(金)とよひら食堂:154 食(教会前 58、札バプ
40,聖公 30,留学生会館 0)大通 21,ボラ 10 名(5 食)
・17 日(土)ｷﾘｽﾄ教信仰Ｑ&Ａ:３名(対面)
お知らせ
＊緊急オンラインセミナー「みんなで共に生きるため
～入管法改悪の問題点～」佐藤信行さん（外国人住民
基本法の制定を求める全国基督教連絡協議会事務局）
会場参加できなくとも、ZOOM で御参加の方は、前日正
午までに、sapporo.welcomehouse@gmail.にお申込み
ください。
＊5 月 9 日(日)礼拝後、伝道開始 115 周年教会設立 61
周年記念講演会「フードバンクの立ち上げ、そこか
ら見える人と社会（仮題）
」講師：片岡有喜子さん
新型コロナ感染予防 追加対策を実行
手指消毒・器具消毒・検温・マスク・換気・ソ
ーシャルディスタンス確保のほか、4 月 11 日より
空気清浄機 2 台を購入稼働、18 日から説教台にア
クリル板を設置、そして現在、CO²計測器の購入
を決め機器の到着を待っています。換気のタイミ
ングを CO²濃度計測によって確かなものにするた
めです。対策を強化して感染リスク軽減に努め、
参集する方々の安心を心がけています。 （小会）

