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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

２０２１．１１．１４.
民全員は、雷鳴がとどろき、稲妻が
光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙
に包まれる有様を見た。民は見て恐
れ、遠く離れて立ち、モーセに言っ
た。「あなたがわたしたちに語ってく
ださい。わたしたちは聞きます。神が
わたしたちにお語りにならないように
してください。そうでないと、わたし
たちは死んでしまいます。」モーセは
民に答えた。「恐れることはない。神
が来られたのは、あなたたちを試すた
めであり、また、あなたたちの前に神
を畏れる畏れをおいて、罪を犯させな
いようにするためである。」 民は遠く
離れて立ち、モーセだけが神のおられ
る密雲に近づいて行った。
日本キリスト教会
（出エジプト 20：18～21）

願わくは御名をあがめさせたまえ。
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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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〒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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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１１月１４日

№４６

聖霊降臨日第２６主日
司式 長老 杉中一郎
招きの言葉：申命記５：３２～３３
■あなたたちは、あなたたちの神、主が命じられた
ことを忠実に行い、右にも左にもそれてはならない。
あなたたちの神、主が命じられた道をひたすら歩み
なさい。そうすれば、あなたたちは命と幸いを得る。
讃美歌
21-２６
奏楽 ハートマン純子
聖 書
使徒言行録１３：１４－２０（新ｐ238）
祈 り
説 教
「御言葉にのみ立つ」 牧師 稲生義裕
讃美歌
21-５０７
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
14 パウロとバルナバはペルゲから進んで、ピシディ
ア州のアンティオキアに到着した。そして、安息
日に会堂に入って席に着いた。
15 律法と預言者の書が朗読された後、会堂長たちが
人をよこして、「兄弟たち、何か会衆のために励
ましのお言葉があれば、話してください」と言わ
せた。
16 そこで、パウロは立ち上がり、手で人々を制して
言った。「イスラエルの人たち、ならびに神を畏れ
る方々、聞いてください。

17 この民イスラエルの神は、わたしたちの先祖を選
び出し、民がエジプトの地に住んでいる間に、こ
れを強大なものとし、高く上げた御腕をもってそ
こから導き出してくださいました。
18 神はおよそ四十年の間、荒れ野で彼らの行いを耐
え忍び、
19 カナンの地では七つの民族を滅ぼし、その土地を
彼らに相続させてくださったのです。
20 これは、約四百五十年にわたることでした。その
後、神は預言者サムエルの時代まで、裁く者たち
を任命なさいました。
≪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」

本日礼拝後
・高校生以上の会 ・女性会 ・サマリヤ会
今週の集会
・17 日(水)10:30 祈り会(オンライン併用）/18:30 祈り会
・18 日(木)10:00～弁当調理
・19 日(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)
・15 日(月)13:00 車両冬仕度
・16 日(火)10:00 児童相談所によりﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ監査
・18 日(木)10:30～札幌市里親会理事会
14:00～帰る所のない青少年の居場所「いとこんち」
との会合 18:00～札幌市子ども未来局児童福祉部会
・19 日(金)8:30～11:00 自動車運転免許高齢者講習
次主日の予告（2021 年 11 月 21 日）聖餐執行
礼 拝 聖霊降臨日第 2７主日（ライブ配信）
聖 書 使徒言行録１３：２１－２３（新ｐ239）
説 教：「権力を治める力は」

讃美歌：21-２８、３５７、８１、２４
司式：長老杉中一郎
奏楽：川名祐紀子
礼拝後：教会修養会
報 告
・７日(日)の礼拝出席 40 名，幼児３名、陪餐 31 名
献金：17,755 円 子ども祝福：幼児 3 名
高校生以上の集い：聖書素読会に合流
・聖書素読の会:10 名
・10 日(水)祈り会Ⅰ:４名(対面･リモート併用)Ⅱ:３名
・12 日(金)とよひら食堂:200 食(教会前 59,札バプ 50,
留学生会館 0、聖公会 60,大通 20,ボラ 8 名(１食)
お知らせ
＊次主日 21 日(日)教会修養会 礼拝後～「戦後 50 年を迎
えての日本キリスト教会札幌豊平教会の罪の告白と新
たな宣教の決意」を巡って。軽食を準備します。ふる
ってご参加を。
＊11 月 22 日(月)～23 日(火)日本キリスト教会第 71 回大
会。初めて ZOOM による大会開催を試みます。
＊11 月 23 日(火休)13:00～16:00（ZOOM による会議）
第 52 回ヤスクニ神社問題北海道キリスト教連絡会議
「荒野で叫び続ける悔い改めの声」～今尚、残る靖国の
宿題に取り掛かって～
講師：星出卓也さん（日本キリスト教協議会靖国神社
問題委員会委員長、日本長老教会西武柳沢キリスト教
会牧師）参加費無料
参加希望者は、christian.group.hokkaido@gmail.com
まで「11.23 集会参加」と書いてメールを。
札幌豊平教会では、参加サテライト会場を開きます。
＊11 月 28 日(日)13:30～札幌東部四教会協議会
ZOOM
による協議会のみを開催、交流会は中止です。
＊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

