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ぜんのう
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死者のうちから復活し，天に昇って，全能の父
かみ
みぎ
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なる神の右に座しておられます。そこから来て，
い
もの
し
もの
さば
生きている者と死んでいる者とを審かれます。
せいれい
しん
せい
こう どう
わたしは，聖霊 を信 じます。聖 なる公 同 の
きょうかい
せい と
まじ
つみ
ゆる
ふっかつ
教会，聖徒の交わり，罪の赦し，からだの復活，
えいえん
しん
永遠のいのちを信じます。アーメン

主の祈り
てん

われ

ちち

天にまします我らの父よ，
ねが

み

な

願わくは御名をあがめさせたまえ。
み く に

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

２０２１．１０．２４.

日本キリスト教会

札幌豊平教会

御国をきたらせたまえ。
みこころ
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ち

われ

にちよう

われ

つみ

われ

つみ

われ

こころ

御心の天になるごとく，地にもなさせたまえ。
かて

あた

我らの日用の糧をきょうも与えたまえ。
おか

もの

われ

ゆる

我らの罪をも赦したまえ。
あく

すく

いだ

我らを 試 みにあわせず，悪より救い出したまえ。
さかえ

国とちからと 栄 とは，
かぎ

なんじ

〒062-0906 札幌市豊平区豊平 6 条 3 丁目 5-15
電 話 （０１１）８１１－６８３８

ゆる

我らに罪を犯す者を，我らが赦すごとく，

くに

←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→

報

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１０月２４日

№４３

聖霊降臨日第２３主日
招きの言葉：イザヤ５４：１０
山が移り、丘が揺らぐこともあろう。しかし、わ
たしの慈しみはあなたから移らず、わたしの結ぶ平
和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主
は言われる。
讃美歌
Ⅰ-５４５
聖 書
創世記３２：２３～３３（旧ｐ56）
祈 り
説 教
「足を引きずり‟前へ”」 河野行秀
讃美歌
Ⅰ-４９４
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
23 その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人の側女、
それに十一人の子供を連れてヤボクの渡しを渡っ
た。
24 皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、
25 ヤコブは独り後に残った。そのとき、何者かが夜
明けまでヤコブと格闘した。
26 ところが、その人はヤコブに勝てないとみて、ヤ
コブの腿の関節を打ったので、格闘をしているうち
に腿の関節がはずれた。
27「もう去らせてくれ。夜が明けてしまうから」とそ
の人は言ったが、ヤコブは答えた。「いいえ、祝福

してくださるまでは離しません。」
28 「お前の名は何というのか」とその人が尋ね、
「ヤコブです」と答えると、
29 その人は言った。「お前の名はもうヤコブではな
く、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と
人と闘って勝ったからだ。」
30 「どうか、あなたのお名前を教えてください」と
ヤコブが尋ねると、「どうして、わたしの名を尋ね
るのか」と言って、ヤコブをその場で祝福した。
31 ヤコブは、「わたしは顔と顔とを合わせて神を見
たのに、なお生きている」と言って、その場所をペ
ヌエル（神の顔）と名付けた。
32 ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇
った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていた。
33 こういうわけで、イスラエルの人々は今でも腿の
関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブ
の腿の関節、つまり腰の筋のところを打ったからで
ある。
≪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」

本日礼拝後 火災避難訓練、高校生以上の集い
13:00 大会 ZOOM リハーサル
今週の集会
・25 日(月)7:30 朝ごはん 10:30 絵手紙Ｇ
・26 日(火)00:00 カルヴァン改革派 ZOOM 講座
・27 日(水)10:00 体力作りの会（介護予防センター）
祈り会(オンライン併用）/18:30 祈り会
・28 日(木)10:00～弁当調理
・29(金) 9:00 弁当作り(教会前では 12:30 手渡し)

今週の牧師の予定(上記以外)
・本日 17:45～20:00 シンフォニー演奏テスト
・25 日(月) 13:00～15:00 ボイラー点検
・27 日(水)札幌市里親促進フォーラム
15:30 理想科学展示会
・28 日(木)12:30～17:00 全国里親会会長会議＆研修会
・29 日(金)8:40～11:00
〃 研修
次主日の予告（2021 年 10 月 31 日）
礼 拝 聖霊降臨日第 24 主日 （ライブ配信）
聖 書 使徒言行録１３：４～１２（新ｐ238）
説 教 「まっすぐな道を取り戻す」
讃美歌 讃美歌Ⅰ-５４５,２７１，５４３
礼拝後：高校生以上の集い、秋の大掃除
報 告
・17 日(日)の礼拝出席 31 名,幼児 1 名,陪餐 29 名
献金 17,900 円、高校生以上の集い：４名
・20 日(水)祈り会Ⅰ:７名(対面･リモート併用)Ⅱ:３名
・22 日(金)とよひら食堂:190 食(教会前 60、札バプ
50、留学生会館 0、聖公会 60,大通 22,ボラ 10 名(2 食)
・23 日(土)キリスト教会の歴史：4 名、
・平和憲法を守る豊平区民の会集会:35 名(教会関係
8 名）ミニコンサートを音楽委員会が担当。
＊本日、札幌東部四教会講壇交換
河野行秀教師が説教を担当してくださいます。稲
生牧師は、森林公園教会にて説教を担当します。
＊次主日 31 日(日)秋の大掃除〔ＷＡＸがけ有〕
＊11 月 3 日（水･休）14:00～16:30 映画「アリランの
歌～オキナワからの証言～」を当教会にて上映し
ます。主催：日本キ教会有志(日本軍「慰安婦」問題と取り組む会）
＊11 月 7 日(日)子ども祝福式を礼拝に続き行います。
収穫感謝の餅つきは見合わせ、紅白大福でお祝い
をします。当日に初めて教会に来会する子どもた
ちも共に。お子さんと共に 2 階で礼拝を捧げる事
もできます。

