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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

２０２１．１１．７.

古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、
造り主の姿に倣う新しい人を身に着
け、日々新たにされて、真の知識に達
するのです。そこには、もはや、ギリ
シア人とユダヤ人、割礼を受けた者と
受けていない者、未開人、スキタイ
人、奴隷、自由な身分の者の区別はあ
りません。キリストがすべてであり、
すべてのものの内におられるのです。
（コロサイ３：９～１１）

日本キリスト教会

札幌豊平教会
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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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←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１１月７日

№４５

聖霊降臨日第２５主日
司式 長老 武藏 学
招きの言葉：ヨハネ１５：２６～２７
■わたしが父のもとからあなたがたに遣わそうとし
ている弁護者、すなわち、父のもとから出る真理の
霊が来るとき、その方がわたしについて証しをなさ
るはずである。あなたがたも、初めからわたしと一
緒にいたのだから、証しをするのである。
讃美歌
21-２８
奏楽 伊藤むつみ
聖 書
使徒言行録１３：１３－１４（新ｐ238）
祈 り
説 教
「共感と違和感」
牧師 稲生義裕
讃美歌
21-４６３
聖 餐
長老秋葉聡志、長老武藏 学
讃美歌
21-７８
信仰告白
使徒信条（裏面に）
献 金
主の祈り
頌 栄
21-２７
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
13 パウロとその一行は、パフォスから船出してパン
フィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別
れてエルサレムに帰ってしまった。
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。

≪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
・子ども祝福式
交読文 神様ありがとうございます
讃美歌 こどもさんびか ９，３６，
祝 福 創世記４８：２０より
・聖書素読の会（申命記 24 章～）
今週の集会
・10 日(水)10:30 祈り会(オンライン併用）/18:30 祈り会
・11 日(木)10:00～弁当調理
・12 日(金) 9:00 弁当作り(教会前では 12:30 手渡し)
・13 日(土) 14:00 ロメウス弦楽四重奏団
今週の牧師の予定(上記以外)
・９日(火)10:00 児童相談所ＣＷ来訪、
13:30～15:30 北海道里親連合会会議 ZOOM
・10 日(水)14:30～ファミリーホーム開設相談
・11 日(木)10:30～里親会・児童相談所事務局会議
・12 日(金)13:00～ロメウス弦楽四重奏団リハ立会い
・13 日(土)11:00～ロメウス弦楽四重奏団ゲネプロ立会
14:00～20:30 核ゴミ問題 北海道会議（かでる 2･7）
次主日の予告（2021 年 11 月 14 日）
礼 拝 聖霊降臨日第 26 主日（ライブ配信）
聖 書 使徒言行録１３：１５－２０（新ｐ238）
説 教：「御言葉のみに立つ」
讃美歌：21-２６、５０７、２９
司式：長老杉中一郎
奏楽：ハートマン純子
礼拝後：高校生以上の集い、サマリヤ会
報 告
・31 日(日)の礼拝出席 32 名，献金：18,345 円
高校生以上の集い：大掃除のために休会

・３日(水)祈り会Ⅰ:2 名(対面･リモート併用)Ⅱ:３名
映画上映「アリランのうた」:7 名（外部１含む）
・５日(金)とよひら食堂:200 食(教会前 61,札バプ 50,
留学生会館 0、聖公会 60,大通 22,ボラ 8 名(７食)
お知らせ
＊本日、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ますが、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
たちも歓迎。小さなお子さんと共に来会された方
は、2 階で礼拝を捧げる事もできます。
＊11 月 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。
札幌豊平教会は、戦後 50 年を機に学習と討議を
重ね 1996 年総会おいて「罪の告白と新たな宣教の
決意」を採択しました。それから 25 年を経た今年、
採択時とその後の歩みを振り返り、私どもの教会
と私ども自身の、戦前責任・戦時責任・戦後責任
に思いを馳せます。また殊に「罪の告白と新たな
宣教の決意」からの 25 年の歩みと現在の宣教の課
題（＝主イエスの証人として生きる課題）につい
て思いを深めたいものです。
福島第一原発事故(2011 年) 特定秘密保護法成立
(2013 年）安全保障関連法という戦争法成立(2015
年）共謀罪成立(2017 年)思想の自由をも侵す土地
利用法成立、デジタル庁発足で国民の個人情報を
ＡＩ一元管理するデジタル庁発足（今年）中国に
照準を定めたミサイル基地建設に励む政府。政権
与党は執拗に平和憲法改正の国会発議を狙う。も
はや戦前の様相を色濃くする現在。コロナ禍を通
して、日本社会が共同体として機能不全に陥って
いることを私たちは改めて思い知らされた。教会
は、新しい形の戦前をどう捉えどう生きるのか。

