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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

２０２１．１．９.

しかし、あなたがたの間では、そ
うであってはならない。あなたがた
の中で偉くなりたい者は、皆に仕え
る者になり、 いちばん上になりたい
者は、皆の僕になりなさい。人の子
が、仕えられるためではなく仕える
ために、また、多くの人の身代金と
して自分の命を献げるために来たの
と同じように。
（マタイ 20：26～28）
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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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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。

報

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

２０２２年１月９日

№２

降誕後第３主日
司式 長老 武藏 学
招きの言葉：ヨシュア１：５
●あなたの前に立ちはだかる者はないであろう。わ
たしはモーセと共にいたように、あなたと共にいる。
あなたを見放すことも、見捨てることもない。
讃美歌
21-２６
奏楽 ハートマン純子
聖 書
使徒言行録１３：４４～４７（新ｐ240）
祈 り
説 教
「異邦人の光」
稲生義裕
讃美歌
21-４６５
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
44 次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の
言葉を聞こうとして集まって来た。
45 しかし、ユダヤ人はこの群衆を見てひどくねた
み、口汚くののしって、パウロの話すことに反対
した。
46 そこで、パウロとバルナバは勇敢に語った。
「神の言葉は、まずあなたがたに語られるはずで
した。だがあなたがたはそれを拒み、自分自身を
永遠の命を得るに値しない者にしている。見なさ
い、わたしたちは異邦人の方に行く。
47 主はわたしたちにこう命じておられるからです。

『わたしは、あなたを異邦人の光と定めた、あな
たが、地の果てにまでも救いをもたらすために』」
≪2021 年度主題≫
『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。

献金 15,326 円、高校生以上の集い：休み
聖書素読の会：休み
・５日(水)祈り会Ⅰ:３ Ⅱ:６名(対面･リモート併用)
・７日(金)とよひら食堂:230 食(教会前 67,札バプ 50,留
学生会館 0,聖公会 60,大通 23,薄野 25,ボラ 15(5 食)

お知らせ
＊小会では、2022 年度の教会総会を 2 月 6 日(日)の礼
空の鳥、地の上を這う生き物を全て支配せよ」
拝後に開催すべく、準備を進めています。
本日礼拝後 高校生以上の集い 1 月定期小会
定期総会は年に一度開くことが、日本キリスト教
会規則によって定められており、制度としての教会
今週の集会
を運営する上で大切な会議です。しかし、本質的に
・12 日(水)10:30～/18:00～祈り会(いずれオンライン併用）
は総会が制度教会の運営上の会議であることを超え
・13 日(木) 9:30～/11:00～ガンバルーン体操教室
て、主イエスに信頼を置き、聖霊の御業をその身に
10:00～弁当調理
受けて歩む信仰共同体の生き生きとした姿が表され
・14 日(金) 9:00 弁当作り(11:30 路上、12:00 札バプ・
る時であることを望んでいます。
聖公会にて、12:30 豊平教会前・すすきの
その点で私どもの教会は、「戦後 50 年を迎えての
デイバイデイにて手渡し)
日本キリスト教会札幌豊平教会の罪の告白と新たな
宣教への決意」を採択した 1996 年度の教会総会、そ
今週の牧師の予定(上記以外)
して初めて「他者と共に 他者のために」という年間
・11 日(火)10:30 札幌ファミリーホーム協議会
主題を決めて、地域社会に飛び込む決意を固めた
・13 日(木)10:30 里親会・児相事務局会議
2016 年度総会を経験しています。どちらも、豊平教
・14 日(金)14:00 里親会「しゃべり場」（中央区民センター）
会の歩みにとっての大事な節目を生み出した総会で
す。
次主日の予告（2022 年 1 月 16 日）聖餐執行
総会は、死せる制度教会の退屈な行事にもなり、
礼 拝 降誕後第４主日（ライブ配信）
また聖霊の導きのもとに生きる共同体の祈りと決断
聖 書 使徒言行録１３：４８～５２（新ｐ240）
の場ともなります。2022 年度の総会は、間近です。
説 教 「神の御決意」牧師
何か特別のことが起こると期待しているのではあり
讃美歌：21-２８、４５７、８１、２４
ません。神に与えられたこの宇宙・地球環境の中で、
司式：長老 杉中一郎 奏楽：ハートマン純子
この時代・この地域に置かれた教会として、与えら
礼拝後：高校生以上の集い 各団体例会 臨時小会
れた隣人のために隣人と共に、神に用いて頂く道を
確認し合うための総会です。
報 告
制度はそれ自体に意味はなく、内実に仕える時に、
・２日礼拝出席 29 名，幼児 0,子ども 0 陪餐 25 名
意味を獲得します。
「産めよ、増えよ、地に満ちよ。地を従わせよ。海の魚、

「とよひら食堂」は、できる限る流通商品となら
ない良い食材を用いることでフードロスの削減にも
取り組んでいますが、最近感じることがあります。
それは、加工食品の流通ロス削減が上手くいってい
るのか、年末年始向け加工食品が入荷できないので
す。それはそれ。そこで、おせち料理のほぼすべて
に手間をかけての手作り。心にしみる家庭の味をた
っぷりと弁当に詰め込むことが叶いました（感謝）。

よる新規拠点の開設です。家庭の手作り料理を毎
週振る舞うとよひら食堂ですが、かねてよりの「炊
き出し」「緊急」「男性」のイメージを引きずって
しまうのか、女子留学生を除くと、女性の来訪者は
極めて少ない（約 5％）状態でした。日本の社会で
は、女性の方が経済的に不利な環境に置かれている
にも関わらず。
この度、新設の弁当お渡し拠点は、女性及び
LGBTQ の方限定として、気兼ねなく来ていただけ
る場となることを目指しています。毎週金曜日に欠
かさずに開くことには、大きな決断があったことと
思います。この決断を皆で大切に支えて参りましょ
う。今年の弁当お渡しの日程は次の通りです。明日
27 日(月)7:30 カツサンド＋お惣菜（予定）60 食。
31 日(金)12:30 年越しそば（風通しの良い駐車場での
立ち食い）を予定しています。

