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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

２０２１．１１．２１.

「さあ、しっかり立って、主があなた
たちの目の前で行われる偉大な御業を
見なさい。今は小麦の刈り入れの時期
ではないか。しかし、わたしが主に呼
び求めると、主は雷と雨とを下され
る。それを見てあなたたちは、自分た
ちのために王を求めて主の御前に犯し
た悪の大きかったことを知り、悟りな
さい。」
（サムエル記上 12：16～20）
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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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〒062-0906 札幌市豊平区豊平 6 条 3 丁目 5-15
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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/
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聖霊降臨日第２７主日
司式 長老 大和田眞理子
招きの言葉：イザヤ５５：８～９
■主は、言われる。私の思いは、あなたたちの思い
と異なり、私の道は、あなたたちの道と異なる、
と。天が地を高く超えているように、主の思いは
私の思いを、主の道は私の道を、高く超えている。
讃美歌
21-２８
奏楽 川名祐紀子
聖 書
使徒言行録１３：２１－２３（新ｐ239）
祈 り
説 教
「権力を治める力は」牧師 稲生義裕
讃美歌
21-３５７
聖 餐
讃美歌
21-８１（1，3 節）
信仰告白
使徒信条（裏面に）
献 金
主の祈り
頌 栄
21-２４
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）

23 神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラ
エルに救い主イエスを送ってくださったのです。
≪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
・11:30～13:45 教会修養会 軽食あり（黙食）
今週の集会
・22 日(月)10:30 絵手紙Ｇ
・23 日(火)10:00～第 71 回日本キリスト教会大会
13:00～16:00 靖国神社問題北海道キリス
ト教連絡会議 教会にて ZOOM 参加を
・24 日(水)9：00～16:30 第 71 回大会二日目
＊午前の祈り会は大会のため休会
18:00～19:30 祈り会(オンライン併用）
・25 日(木) 9:30～/11:00～ガンバルーン体操教室
10:00～弁当調理
・26 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)
・22 日(月)13:00 理想科学サンプル機設置
・25 日(木)13:00 自動車運転免許更新
17:00～21:00 ヤスクニ関連学習（ZOOM）
きょうの聖書
次主日の予告（2021 年 11 月 28 日）
21 後に人々が王を求めたので、神は四十年の間、ベ
礼 拝 待降節第１主日
（ライブ配信）
ニヤミン族の者で、キシュの子サウルをお与えに
聖 書 使徒言行録１３：２４－２５（新ｐ239）
なり
説 教：「わたしは何者か」
22 それからまた、サウルを退けてダビデを王の位に
讃美歌：21-２６、２３１、２９
つけ、彼について次のように宣言なさいました。
司式：長老 秋葉聡志
奏楽：大和田眞理子
『わたしは、エッサイの子でわたしの心に適う者、
礼拝後：アドベント・クリスマス飾り付け
ダビデを見いだした。彼はわたしの思うところを
13:30 札幌東部四教会協議会（ZOOM）
すべて行う。』
報 告

・14 日(日)の礼拝出席 35 名，幼児１名、献金：17,242
円 高校生以上の集い：２名
・17 日(水)祈り会Ⅰ:４名(対面･リモート併用)Ⅱ:5 名
・19 日(金)とよひら食堂:195 食(教会前 57,札バプ 50,
留学生会館 0,聖公会 60,大通 23,ボラ 10（５食)
お知らせ
＊本日 11:30～13:45 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。
札幌豊平教会は、戦後 50 年を機に学習と討議を重ね
1996 年総会において「罪の告白と新たな宣教の決意」
を採択。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たい。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。
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、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。先の大戦を通して経験し思い知らされた、ぬぐ
いようのない悲しみと深い後悔に裏打ちされた非戦の
誓い・共に平和を守り続ける社会作る決意を忘れてし
まったのか。もはや戦前の様相を色濃くし、ますます
管理社会化がすすめられる現在がある。またコロナ禍
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。加えて、
気候変動の課題は、私たちの在り方に大きな問いを投
げかける。教会は御言葉を生きてきたか。新しい形の
戦前をどう生きるのか。神の主権のもとにあるこの地
にあって、神の御栄光を表し生きるとは？

