
弱い者とみなしごのためにさばき 
苦しむ者と乏しい者の正しさを認めよ。 

弱い者と貧しい者を助け出し悪しき者たちの手から救い出せ。 
神よ立ち上がって地をさばいてください。 

あなたがすべての国々をご自分のものとしておられるからです。 
ー 詩篇 82篇 3-4,8節 ー 

先週 (2022年7月3日) 礼拝参加者, 献金&感謝報告   
礼拝参加者 66名 (礼拝 61名、オンライン 5名)  献金合計 644,820円 

月定献金 225,840円 礼拝献金 43,735円 特別献金 (カンボジア) 295,245円 
(ペンテコステ) 10,000円 (感謝) 10,000円 (会堂献金) 60,000円

Mito Church of Christ 
水戸キリストの教会

水戸教会の長期ビジョン＆ミッション: 

弟子を作る弟子づくり

水戸キリストの教会 
宣教師（牧師）オズボーン・ジョエル  副伝道者(副牧師)  赤星 浩晃  

牧会事務補助員  木村 聖歌  
〒310-0062  茨城県水戸市大町 1-2-35 

Tel/Fax: 029-231-1669      http://www.mitochurch.org/new/

週報と祈り 
2022年7月10日（日）

“あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたのですから、 
キリストに結ばれて歩みなさい。”コロサイ人への手紙 2章6節

アンカーポイント ♯１： 

今回の場面で出会うイエス様はどのようなお方だろう？ 

(性格、役割、語る言葉、とる行動はどのようなものだろう？) 

アンカーポイント ♯２： 

イエス様とつながることによって、 

あなたはどのように変えられているだろう？ 

 アンカーポイント ♯３： 

この旅を一緒に歩むよう誘うために、 

イエス様はあなたを誰のところに遣わしておられるだろう？

２０２２年７月　アンカーポイント & 暗唱聖句
「イエスは言われた。『わたしがいのちのパンです。 
わたしのもとに来る者は決して飢えることがなく、 

わたしを信じる者はどんなときにも、決して渇くことがありません。』」 

ーヨハネの福音書 ６章 ３５節 ー

今日は、聖霊降臨節第６週目です。
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✴今泉花織さん ‒ 7月13日(水)に沖縄の那覇にある親戚のお家に引っ越し、働く予定です。彼女
のためにお祈りください。 
✴夏美さんお父さん ‒ 7月25日に膵臓の癌の摘出手術があります。最低でも1ヶ月は入院(面会禁
止)するとのこと。化学療法を続けることはできませんが、手術ができることは良いニュースで
す。引き続き、お父さんの健康、そして介護する夏美さんとお母さんのためにお祈りください。 
✴チャールズさんのお母さん ‒ 2年にわたる月1回の治療が順調に進むよう、祈り続けています。 
✴健太郎さん＆美咲さん、花崎家の赤ちゃん ‒ 来週に結婚式を控えた健太郎さんと美咲さんのた
めに、また結婚生活に向けて、お祈りを捧げます。また、愛ちゃんと赤ちゃんが予定日を迎える
にあたり、花崎家のために祈り、無事に出産できるようにお願いします。 
✴ オーストラリアの洪水、ウクライナでの戦争、エクアドルとスーダンの内乱と抗議活動 ‒ 私た
ちは、神様の助け、神様の力、神様の保護と癒しを求めて、とりなしをする出来事が世界中でた
くさん起こっています。イエスの御名によって、私たちはこれらを祈ります。 
✴茨城キリスト教学園職員の方々 ‒ 私たちは、管理職、教職員を高く上げ、特にイエスへの信仰
を持つ職員に、神の祝福と導きを求めます。

礼拝プログラム 
牧会挨拶 

黙想 詩篇82:3-4, 8 

招詞 詩篇25:1-10 

賛美 “あなたは天地を越えて” 

賛美 “ワンボイス” 

開会祈祷 申命記30:9-14,アモス書
7:7-17 & コロサイ人への手紙1:1-4 

賛美 “主のことばの光のうち” 

賛美 “慈しみ深き” 

献金 & 賛美  

“イエス、あなたの名は“ 

牧会の時間&子どもの祝福 

賛美 “愛の光かがやき” 

ヨハネの福音書 4章43-54節 

聖餐のディボーション 

小グループの分かち合い＆聖餐 

(BGM) 

賛美 “注ぎたまえ主よ” 

祝祷 

主を礼拝するために集い、 

聖なる御名によって 

愛し仕えるために出ていきます。

今週 (7月10日)の奉仕者 
祈りのﾘｰﾀﾞｰ: 花崎拳 & ﾏｯﾄ･ﾐﾗｰ 

聖書朗読: 立石説子 & ｸﾘｽﾃｨﾝ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ 
聖餐準備/片付け: ｼﾞｮｴﾙ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ 

聖餐/献金のディボーション: 
坂本竜一朗＆ｼﾞｪｲｺﾌﾞ･ｼｭｱｰﾄ 

教会掃除 (7月10日～7月16日) 
木村結実香 ＆ 渡邉美穂 
おもてなし：歓迎 河信瑞希 
受付 河信彩香 案内 赤津健太郎 

ﾒﾃﾞｨｱ: 杉谷栄規(ｶﾒﾗ) 
& 木村聖歌(ｽﾗｲﾄﾞ) 

子ども礼拝: 学&ﾆｺｰﾙ,美咲,ｲｪﾝ,ﾗｲｱﾝ

聖霊降臨節 : 赤 

～今後の予定＆イベント～ 
本日 

結婚式に向けての掃除と物の移動 
７月１３、２０、２７日 

ｵﾝﾗｲﾝ日本語聖書ｸﾗｽ 7:30 PM~  

ｵﾝﾗｲﾝ英語祈り会 8:00 PM~  

第２水曜日は教会堂で7:30PM~ 

７月１７日 (来週) 

健太郎さん＆美咲さんの結婚式 
７月２４日 

賛美＆祈りの集会 12時から

来週 (7月17日)の奉仕者 
祈りのﾘｰﾀﾞｰ: 小川琢充 & ﾏｯﾄ･ﾐﾗｰ 

聖書朗読: 赤星恵 & ｸﾘｽﾃｨﾝ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ 

説教＆司会: ｼﾞｮｴﾙ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ＆赤星浩晃 
聖餐準備/片付け: 立石説子＆平島慶子 

聖餐/献金: 坂本竜一朗＆ｼﾞｪｲｺﾌﾞ･ｼｭｱｰﾄ 

教会掃除 (7月17日～7月23日) 
ｽﾁｭｱｰﾄ･ﾔﾝｸﾞﾌﾞﾗｯﾄﾞ ＆ ｱﾚｯｸｽ･ｽﾁｭｱｰﾄ 
おもてなし：歓迎 ﾁｬｰﾙｽﾞ＆ｲｪﾝ 

受付 亜実＆栞菜＆璃音 案内 瑞希＆ 
彩香＆朋美 駐車場 学＆和馬 
ﾒﾃﾞｨｱ: 栄規(配信) 結実香(ｽﾗｲﾄﾞ)  

大河＆ｽﾁｭｱｰﾄ(ｶﾒﾗ)
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今日は竜一朗さんとｼﾞｪｲｺﾌﾞさんが、ヨハネの
福音書4章にあるイエス様の第２のしるしに焦
点を当てた、第２回目の聖餐式と賛美の礼拝
を導いてくださいます。来週は、赤津健太郎さ
ん、阿久津美咲さんの結婚式と合同礼拝とな
ります。その日だけは、事前登録されている
方々のみ、指定された席で礼拝を行います。登
録されていない方は、オンラインで参加され
るか、姉妹教会を訪問して礼拝と交わりを持
たれることをお勧めします。 
来週の聖書箇所：創世記18:1-10a、詩篇15 & 

52、アモス書8:1-12、ルカの福音書10:38-42、
コロサイ人への手紙1:15-28 
聖霊に導かれて礼拝に心を準備するために、
前もって読んでおきましょう。 

✴ミッションサンデー＆献金 – 貧しい人々に対
する神様の御心についてのメッセージを語って
くださった琢充さんと大河さんに感謝します。
このメッセージはタイムリーで、聖書の観点か
らこのことを理解する助けとなりました。BCS

を通してカンボジア宣教をサポートするために
295,245円が献金されたことを分かち合うこと
ができ、とても感謝です。その場で献金できな
かった方でも、献金したい方は、浩晃さんに
お渡しください。そして、私たち全員を通し
て、神様の愛の良い働きに感謝し、栄光を共
に捧げましょう。 

✴AED訓練＆女性の祝福の集い – 日曜日のAED講
習に参加された皆様、ありがとうございました。
22名の方が参加されました。また、女性たちの祝
福の時間は20名の女性たちが楽しみました。この
お祝いに参加された方々、またその企画と実行に
様々な形でご協力いただいた方々に感謝します。 

✴新・青年の集い – 今年は9月17-19日にお茶の水
教会主催で18-45歳の方を対象に奥多摩バイブル
シャレーで開催されます。申し込みの締め切りは 

7月31日です。詳細は受付に置いてありますの
で、参加ご希望の方はご覧ください。 
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✴BCS１０周年記念祝賀会/ラブ＆サーブ – 7月24

＆31日にお弁当を注文し、8月7日の午後2時から
BCSのスタッフ、学生、シンガポールのベドック
教会のメンバーと共にオンラインで記念祝賀会に
参加したい方のための申込み用紙を受付に用意し
ます。また、イベント後にラブ&サーブチームのメ
ンバーとして奉仕していただける方は、ジョエル
さんか浩晃さんにメールでお知らせください。で
きるだけ多くの教会家族がこの記念行事に参加
し、神様に感謝を捧げましょう！ 

✴日立クリスチャンキャンプ – 8月9~10日に奉仕
または出席の機会があります。詳しくは掲示板を
ご覧ください。
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