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今週の教会での活動 月曜日-和太鼓12:30PM、水曜日－CCN Joy Luck 2:30PM

木曜日-Paper Rollers 9AM、聖書観想１１AM、CCN セミナー11:30AM  

お知らせ   

来週の日曜日－日本語部は8時半、または10時の英語礼拝に出席しましょう。 

次回の日本語礼拝は10月30日宗教改革記念日です、赤を着て礼拝にでましょう。

礼拝後に持ちよりランチと10月の誕生祝会がありますのでご参加ください。 

無料予防接種－来週日曜日午前9時から12時まで、バーコーホールにて、 

Hoag Health Ministryが無料で予防接種を行います。どなたでも受けられます。 

CCN セミナー - 20日の木曜日午前11時半。“自分に合った健康保険の選択”。 

宣教記念礼拝－11月6日。説教者に、アンディ・テイラー新任教区長をお招きして

います。今からご家族、お友達をお誘い下さい。 
 

 

2016年10月30日宗教改革主日聖餐礼拝の聖書日課･讃美歌 
  

    第一日課: エレミヤ31：31－34     讃【21】377、50、402 

  第二日課： ローマ3:19－28 

  福音書：   ヨハネ 8:31－36 

今日の福音:  福音書は、神をも畏れず人を人とも思わない裁判官

と、 不当な扱いを受けている未亡人のやりとり。 裁判官は、未亡人

のしつこさに折れ、神の御心にそった裁判が行われることになる。   

これはイエスのたとえ話で、神の裁きでは、善悪をはっきりさせ弱き者

が守られることを教え、そのために、私たちは、あきらめずに祈るよう

に示唆しておられる。 安達均 

2016年10月の予定  

10/1         タスティン家庭集会         1:30PM  安達牧師宅 

10/3、17、24、31  和太鼓                  12：30PM    礼拝堂 

10/4、25      英会話教室             12：30PM  T-Hall 

10/5、12、19、26 CCN Joy Luck Club（麻雀）       2：30PM      T-Hall 

10/6、13、20、27 Paper Rollers                     9：00AM    Bercaw Hall 

10/6、13      CCN 健康クラス「脳の活性化」     1：00PM  Bercaw Hall 

10/11          CCN アクセサリー創作クラス       1：00PM      Bercaw Hall 

10/13、20      安達牧師の聖書観想              11:00AM    T-Hall 

10/15         CCN Octoberfest 秋の集い   5：00PM   Bercaw Hall 

10/20         CCN 健康講座「Medi-Cal」    11：30AM   Bercaw Hall 

10/22        AED & CPRトレーニングクラス  8：00AM  Bercaw Hall 

10/23        Flu Clinic 感冒予防接種     9：00AM    Bercaw Hall 

10/24        讃美歌を歌う会           12：30PM   T-Hall 

10/29        カール先生引退祝賀会      6：00PM  Seaclifｆ C．Club 

10/30        礼拝後持ちよりランチ･10月の誕生祝会 

 

 

     2016年10月16日(1988年礼拝開始11月6日）通算第1407号 

    週   報 

                          復活ルーテル       

 聖霊降臨後第22主日聖餐礼拝 

201６年テーマ聖句  
 

「キリストにおいて、あなたがたも共に建てられ、 

霊の働きによって神の住まいとなるのです。」 

エフェソの信徒への手紙2:22 

 

復活ルーテル教会 ・ 日本語部 
 

               Sharing Christ—Shaping Lives  
 

9812 Hamilton Avenue 

 Huntington Beach, CA 92646-8014 

教会オフィス：（714）962－500５ 

 日本語部直通電話：(714)964-1912 

<jministrylcr@gmail.com> 

日本語部牧師:安達 均       

携帯：(949) 923-8535 
 website: california.lcrjm.com 
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   聖霊降臨後第18主日聖餐礼拝 2016年10月16日11時30分 

    Lutheran Church of the Resurrection・日本語部 

≪開会の部≫ 
      前奏・点火 （座）      黙想      

       お知らせ 
 

       初めの歌       （起）     讃【21】226   “輝く日を仰ぐとき” 
               

       祝福 
              司：  私たちの罪を赦し、永遠に憐れんでくださる†父と子と聖霊なる 

          唯一の神から豊かな祝福がありますように。 
 

              衆： アーメン。            

    罪の告白の勧め   

 

            司:  私たちの心も思いも全てご存知の神の御前で告白しましょう。 
 

    罪の告白 
              司：  支えてくださる神よ 
 

        衆：    私たちは、自分たちの中に存在する罪の力にとらわれていた事を 

          告白します。私たちは、ついつい自分たちの事を優先し、隣人を 

          置き去りにしてしまいました。自分たちの幸せを考えることが、更なる 

           欲求となってしまいます。良い事をしているつもりでも、実は逆の 

          事をしていた事に気づかされます。 私たちを日々の生活のしがらみ 

           から解放してください。そして、私たちの心を持ち上げ、イエスに 

                      在って神の御旨に従って生きることができるようにしてください。     

                    アーメン 
 

    赦しの宣言             

              司: 兄弟姉妹の皆さん、私たちは神の栄光の前では、不完全な者です。 

          それ故、私たちは神からの賜物である恵みにより、正しき者とされ 

          ます。 神であり、救い主である、イエスの愛の力により、罪の赦し、 

          命、救いが与えられます。アーメン。  
 

    キリエ 讃【21】32 

      衆:  キリエ エレイソン、キリエ エレイソン、キリエ エレイソン。 

          主よあわれみを、主よあわれみを、主よあわれみを。 

 

       今日の祈り    （座） 

 

 

  

まどろむことなく民を見守ってくださる神さま、あなたはわたしたちの叫び

を受け止めてくださいます。昼も夜もあなたの顧
かえり

みに依り頼み、苦しみ悩

むこの世を救う、変ることのないあなたの義を求めることができますように

導いてください。み子、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン 

 

 

                   

 ≪みことばの部≫ 

      第一日課    詩篇           121：1－8    （旧 968頁） 

    第二日課    テモテへの手紙（二）  3:14－4：5  （新 394頁）                        

                                              

    ハレルヤ唱     （起） 

     福音書         ルカによる福音書     18：1－8         （新   １４３頁）  
    

   御言葉の歌    （座）    讃【21】495  “しずけき祈りの”                      
    

   説教       “Pest(困り者）、Pester(困らせる）、Persistence(根気） 

             -神の正義と私たちの祈り-”       安達 均 牧師                 

                                                                                  Terry-Truvey Allen 牧師   

  信仰告白         （起）     使徒信条                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

≪奉献の部≫  

      献金                （座） 

         献金の祈り      （座）             

          教会の祈り   （座）    

    

≪聖餐の部≫              

        聖餐讃美歌   （座）     讃【21】81    “主の食卓を囲み”           1節     

     聖餐への招きと聖餐  
 

        主の祈り         

 
  

 

   

         

 

 
 

    聖餐讃美歌      （起）   讃【21】81   “主の食卓を囲み”  2、3節 
 

≪ 派遣の部≫   
 

        祝祷・アーメン 三唱    

        讃美歌        （起）    讃【21】510  “主よ、終わりまで”   

     後奏･消灯 
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我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主イエス・
キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、おとめマリヤより生まれ、ポンテオ・ピラト
のもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、陰府に下り、三日目
に死人のうちより甦り、天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより
来たりたまいて、生ける人と死にたる人とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず。また
聖なるキリスト教会、聖徒の交わり、罪の赦し、体の甦り、限りなき命を信ず。  
アーメン。 
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天にまします我らの父よ。願わくはみ名をあがめさせたまえ。 

み国を来たらせたまえ。み心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。 

我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を、我らが赦す

ごとく、我らの罪をも赦したまえ。我らを試みに会わせず、悪より救い出し

たまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。   アーメン。  


