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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

２０２１．１１．２８.

『見よ、わたしはあなたより先に使者
を遣わし、あなたの前に道を準備させ
よう』と書いてあるのは、この人のこ
とだ。 言っておくが、およそ女から生
まれた者のうち、ヨハネより偉大な者
はいない。しかし、神の国で最も小さ
な者でも、彼よりは偉大である。」
（ルカ７：２７～２８）

日本キリスト教会

願わくは御名をあがめさせたまえ。
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御心の天になるごとく，地にもなさせたまえ。
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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
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我らに罪を犯す者を，我らが赦すごとく，
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限りなく 汝 のものなればなり。アーメン

礼
拝 毎日曜 午前 10：10 より
日曜学校 毎日曜 午前 9：30 より
祈 り 会 毎水曜 午前 10：30 より
午後 6：30 より（今週は 6：00 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１１月２８日

№４８

待降節第１主日
司式 長老 秋葉聡志
招きの言葉：ヨハネ１４：１０～１２
■わたしの内におられる父が、その業を行っておら
れるのである。わたしが父の内におり、父がわたし
の内におられると、わたしが言うのを信じなさい。
もしそれを信じないなら、業そのものによって信じ
なさい。
讃美歌
21-２６
奏楽 大和田眞理子
聖 書
使徒言行録１３：２４－２５（新ｐ239）
祈 り
説 教
「わたしは何者か」牧師 稲生義裕
讃美歌
21-２３１
信仰告白
使徒信条（裏面に）
献 金
主の祈り
頌 栄
21-２９
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
24 ヨハネは、イエスがおいでになる前に、イスラエ
ルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えました。
25 その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言
いました。『わたしを何者だと思っているのか。
わたしは、あなたたちが期待しているような者で
はない。その方はわたしの後から来られるが、わ
たしはその足の履物をお脱がせする値打ちもない』

≪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 アドベント・クリスマス飾り付け
13:30 札幌東部四教会協議会（ZOOM）
今週の集会
・29 日(月) 7:30 朝ごはん
13:00～14:00 ヤスクニ委員会 zoom テスト
・１日(水)10:30～/18:30～祈り会
13:00～14:00 ヤスクニ委員会公開学習会「沖縄」
18:00～19:30 祈り会(オンライン併用）
・２日(木) 9:30～/11:00～ガンバルーン体操教室
10:00～弁当調理
・３日(金) 9:00 弁当作り(教会前では 12:30 手渡し)
・４日(土) 11:00 吉田保夫さん記念会(自宅・親族のみ)
13:30 ケルトミュージックライブ＋ツキﾉホ
今週の牧師の予定(上記以外)
・29 日(月)10:00 児童相談所のヒアリング対応
・２日(木)16:00 平和憲法を守る豊平区民の会事務局会
・４日(土)10:00 南米音楽コンサート対応
14:00～16:00「天皇制と政教分離」ZOOM
次主日の予告（2021 年 12 月 5 日）聖餐執行
礼 拝 待降節第２主日
（ライブ配信）
聖 書 使徒言行録１３：２６－３０（新ｐ239）
説 教：「イエスを罪に定める」
讃美歌：Ⅰ-５４５，９５，２０２，５３９
司式：長老 杉中一郎
奏楽：伊藤むつみ
礼拝後：聖書素読の会、高校生以上の集い
12 月定期小会
報 告
・21 日(日)の礼拝出席 42 名，幼児１名、陪餐 33 名

献金 22,213 円 高校生以上の集い：修養会の為休会
教会修養会：32 名
・23 日(火) 第 52 回ヤスクニ神社問題北海道キリスト
教連絡会議：1 名
・24 日(水)祈り会Ⅰ:休会Ⅱ:７名(対面･リモート併用)
・26 日(金)とよひら食堂:200 食(教会前 60,札バプ 50,
留学生会館 0,聖公会 60,大通 22,ボラ 12（8 食)
お知らせ
＊本日の主日から待降節に入ります。
＊12 月 1 日(水)ヤスクニ・社会問題委員公開学習会Ⅰ
13:00～14:00『沖縄には今、何が…』講師：島田善
次さん(宜野湾告白伝道所前牧師、普天間爆音訴訟前
原告団長）西浦昭英さん(沖縄伝道所会会員) Zoom
【日本キリスト教会第 71 回大会報告】
・2021 年 11 月 23 日(火)～24 日(水) ZOOM による会議
・正議員：長老武蔵学、牧師稲生義裕
補 員：長老大和田眞理子
・開会礼拝 聖書Ⅰコリント 9:19～23
説教 「福音のためなら」議長久野真一郎
Zoom のため聖餐は執行せず
・議長選挙＝有賀文彦（大垣教会牧師）
書記選挙＝藤田英夫（大阪姫松教会牧師）
・常置委員選挙＝浅田忠敬（豊中中央教会長老）
井上一雄（名東教会牧師）宮庄哲夫（吉田教会長老）
久野真一郎（札幌琴似教会牧師）藤森義光（柏木教
会長老）
・選考委員選挙＝渡部静子（宇都宮松原教会牧師）
高松牧人（鶴見教会牧師）田部郁彦（西都教会牧師）
〔大会報告は次号に続く〕
＊礼拝参加のためのタクシークーポン
11 月から来年 3 月までの 5 か月間の礼拝参加に、経済
的事情により困難を覚える方に、タクシークーポンに
よる応援をいたします。牧師・長老にお声かけてくだ
さい（お名前や御事情について一切秘密を厳守）。

