
- 1 -

¶ 日本キリスト改革派 宿毛教会 ～礼拝式次第2020年度版～

見本の週報（教会の毎週の報告兼礼拝のプログラムのこと）に沿って解説します。
しゆうほう

【見本の週報】

主 日 主イエス・キリストが復活された日を神を礼拝する日、安息日となったキリスト教
しゆ じつ あんそく び

の「主の日」の意味です。なお、キリスト教で「主」とは神の名前を意味します。
しゆ ひ しゆ

№ 日付横の番号は今年度の第何週かを表示しています。宿毛教会の年度は１月～１２月で

す。また年号は西暦、つまり主イエス・キリストを紀元としています。
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毎週日曜日 10:15～11:45 礼拝は毎週日曜日の午前に持たれます。雨が降っても雪が降

っても、台風が来ても、どのような祝祭日、行事や催事があったとしても、教会堂がこ

こに在る限り、休みになることはありません。

司会・説教・受付・奏楽 当日の当番者の名前が記されています。司会は礼拝の式次第を進

行する者です。説教はその日の聖書のメッセージを取り継いで語る者です。通常は宿毛

教会の牧田牧師が担当します。受付はみなさんを玄関でお出迎えしてご案内する係の者

です。礼拝中にお困りのことがあれば、お気軽にお声かけください。ただし、質問など

は礼拝後にまとめて尋ねていただいたほうが、周りの方へのご配慮となります。奏楽は

讃美歌の伴奏と、前奏や後奏などいわゆるＢＧＭの楽器を奏でる者です。宿毛教会では

現在、電子オルガン（パイプオルガンを機械的に再現した楽器でクラシック・チャーチ

・オルガンなどと呼ばれている楽器）を用いています。

◇礼拝プログラムの各要素

《神を礼拝しましょう》

①前奏

②招きの言葉

③讃美歌（起立）

④十戒

《神の言葉を聞きましょう》

⑤讃美歌＜今月の歌＞（起立）

⑥祈祷（聖霊の照明を求める祈り）

⑦聖書朗読（旧約聖書と新約聖書）

⑧牧会祈祷
ぼつかい

⑨讃美歌（起立）

⑩説教

⑪祈り

⑫讃美歌（起立）

《心を挙げて主を仰ぎましょう》

⑬使徒信条

⑭聖餐式（第１日曜日のみ執行）

⑮讃美歌（聖餐式の後のみ）（起立）

⑯献金感謝

⑰主の祈り

⑱頌栄（起立）

⑲祝祷（起立）

⑳後奏

㉑報告

◇～はじめに～

宿毛教会の礼拝の要素は3つの柱から成り立っています。

《神を礼拝しましょう》

《神の言葉を聞きましょう》

《心を挙げて主を仰ぎましょう》

これは「創造者なる神」、「御言葉なる御子」、「聖霊による応答」と捉える事ができます。

また、「創造」－「贖い」－「派遣」とも解釈できます。
あがな

《神を礼拝しましょう》
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①前 奏 礼拝は前奏からはじまります。教会によっては黙祷とも書かれてありますが、演

奏の間に礼拝に向かって心を整えるようにします。演奏される曲目はプログラムに表示

されています。多くの場合、その日の礼拝のテーマに沿って選曲されています。

②招きの言葉 礼拝に参加したみなさんへ、聖書の個所一部が取り上げられて朗読されます。

読まれる場所はプログラムに表示されていますが、聖書を開かずに静かに傾聴されるの

が良いでしょう。

③讃美歌 全員で賛美する１曲目の讃美歌です。教会によっては讃詠
さんえい

とも呼ばれています。宿毛教会では選曲の選択肢を広げる意味

で毎週違った讃詠から賛美が始まります。「起立」の指示があり

ますが、週報の下部に記載の通り、体調が許す範囲でご起立く

ださい。着座のままでもけっこうですし、そうされている方も

あります。

讃美歌の横にある３桁の番号が讃美歌の番号です（１桁や２

桁もあります）。讃美歌の本を開いて左上に大きく数字が書いて

ありますので、その番号のページを開いてください。受付の讃

美歌には開く場所に付箋をつけてくれていますので、それを参

考に開くことができます。

教会によっては斉唱（全員でメロディーを歌うこと）を指示

している場合もありますが、宿毛教会では特に定めはありません。声楽の経験がある方

は讃美歌の混声四部楽譜に沿った音程で、歌いやすい声部を選択していただくことも可

能です。

④十戒 中世の宗教改革以降、伝統的に旧約聖書の律法（モーセ五書と呼ばれる聖書巻頭の

5巻の事）を礼拝の中で朗読します。律法は神の救いの恵みに与ったキリスト者の生活

指針としての意味を持ちます。

宿毛教会では十戒を一同で朗読しています。十戒の文面は週報の裏面に印刷されてい

ます（下記にも全文が掲載されています）。なお、十戒の文面に記されている①～⑩の

数字は便宜上、記されているもので「いち」などとは読まずに、丸数字は無視して本文

だけを朗読しています。

《神の言葉を聞きましょう》

⑤賛美歌＜今月の歌＞ 全員で斉唱する２曲目の讃美歌です。2020年からはこの部分の讃
せいしよう

美歌を「今月の歌」として、讃美歌第二編などからの宿毛教会にとって新しい賛美歌を

取り入れて賛美するようになりました。この部分の賛美歌は原則として1ヶ月間同じ賛

美歌を用います。また、10:05から5分間、この「今月の歌」を練習する時間を持ちま

す。なお、今月の歌は当日の週報に別刷りで添付されています。週報と共にお持ち帰り

下さっても構いません。お返し下されば次週に再利用します。
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⑥祈祷（聖霊の照明を求める祈り） この祈祷は改革派教会的な特色が表れているものです。

聖書の御言葉が、そして続いて語られる説教が、聖霊によって照り輝かされるように求

める祈りです。語られる聖書を生ける神御自身が私たちの霊魂に届くように語って下さ

り、私たちが信仰と喜びを持って受け入れ、理解し、それに聞き従う事が出来るように、

聖霊の導きと助けを祈ります。

⑦聖書朗読（旧約聖書と新約聖書） その日の礼拝のテーマに

沿った聖書が旧約聖書と新約聖書から司会者によって朗読

されます。旧新約が並列して朗読されるのは、歴史におけ

る神の救いの御業を聞くためです。礼拝の中で、神の救い

の歴史全体を感謝の内に思い起こしつつ、神がその救いの

御業を続行し、今ここでもそれが遂行されている事を覚え

ます。

この日のテーマとなる聖書個所は多くの場合、新約聖書です。旧約聖書が主題の説教

の場合は、旧約聖書の部分に「説教箇所」と記載されていますので、新約聖書を開かれ

た後に、再び旧約聖書のページに戻して置かれると良いでしょう。

読まれる場所は週報のプログラムに書かれてある通りです。ページ数も記されてます

から、実際に開いてご覧になれば意味が分かりやすくなります。招詞と同様、傾聴して

いただいてもかまいません。しかし、説教の際にはこの聖書について詳しく解き明かさ

れますので、ぜひ開いてご覧ください。

聖書のページ数は旧約聖書も新約聖書もどちらも１ページから始まりますので、同じ

ページ番号が２つ存在している場合があります。聖書ではページ数が（旧）1155や（新）

216と記されていますので、その表示を参考にページをお開きください。また、受付の

聖書では付箋をつけてくれていますので、それを参考に開くことができます。なお、こ

のページ数は宿毛教会で使用している新共同訳聖書のページ数ですので、他の翻訳の聖

書ではページ数に若干の前後があります。

⑧牧会祈祷 「ぼっかい きとう」とは、この教会で必要な内容を代表して祈ります。通常

は牧田牧師がおこないます。静かに祈り心を持って、祈りに同調していただければ幸い

です。祈りのおわりに「アーメン」と言いますが、これは「確かに、その通り」という

聖書の言葉です。教会では、このように代表して祈られた後に、その祈りに同調する思

いを「アーメン」と共に告白します。言葉が外来語なので、はじめは小恥ずかしく感じ

てしまわれるでしょう。無理に「アーメン」を強要されるものではありません。

⑨讃美歌 ３曲目の讃美歌です。先に読まれた聖書と説教が前後の讃美歌にサンドイッチさ

れていますが、この前後の讃美歌は多くの場合、説教のテーマに関わりのある内容を持

つ讃美歌が選曲されています。讃美歌はこの本だけでも500曲以上あり、すべてを覚え

づらいのですが、歌詞の内容に注目して説教をお聴ききになれば相乗効果で、賛美も自

然と心に響いて来ることがあります。
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⑩説 教 静粛に説教者の話に傾聴してください。メモを取りながら聞いたり、説教者が説

明する聖書の個所を開きながら聞くこともかまいません。質問がある場合は礼拝後に承

ります。直接牧師にでも、受付の者でも、周りの教会員でも、遠慮なくお尋ねください。

他教派からはじめて来た方へ、宿毛教会では説教の相づちに「アーメン」を要求して

おりません。ご自分のペースでゆったりとメッセージをお受け取りください。今、集っ

ている教会のメンバーはみなさん比較的おだやかに説教に傾聴しています。

癒やしを求めて教会に来られているでしょうから、説教中に心地よくなって居眠りを

される方もあります。オススメはいたしませんが、特に批難されることでもありません。

ただし、いびきなどで周りの方にご迷惑がかかる場合には、優しくお知らせさせていた

だきます。

⑪祈 り 説教者が本日の聖書メッセージを短くまとめて祈ります。この日の聖書メッセー

ジのエッセンスでもあります。ご自身で受け取られた神からのメッセージの参考になさ

ってください。

⑫讃美歌 説教後に賛美される４曲目は応答の讃美歌でもあります。神からのメッセージに

対する私たちのレスポンスです。

なお、宿毛教会では讃美歌ごとに前奏（歌がはじまる前に伴奏）がありますが、すべ

ての場合、その讃美歌のメロディーを丸々１コーラス分（１番分）を演奏しています。

前奏を聞きながら楽譜を追いかけてみれば、知らない讃美歌でもどんな曲か概要がつか

めますので、参考になさってください。

《心を挙げて主を仰ぎましょう》

⑬使徒信条 御言葉（説教）を聖霊の導きにより受け取った私たちが、聖霊の力によって応

答すると共に、聖霊によって派遣されていく部分です。「使徒信条」は初代教会から伝

統的な信仰告白です。神の恵みを受けた私たちが教会の信仰を持って信仰告白をして、

神の言葉に応答します。

⑭聖餐式 宿毛教会では毎月第１日曜日の礼拝の中で聖餐式が執行されます。教会行事の都
せいさんし き

合により、翌週などに移動する場合も稀にあります。その場合はホームページでもお知

らせいたします。

聖餐式とはキリスト教の中心的な礼典で、主イエス・キリストの十字架での身代わり

の死によって捧げられたキリストの体と血を記念して行われます。サイコロ状にカット

されたパンをキリストの体に、小さな杯に注がれたぶどうジュースをキリストの血に見

立てています。新約聖書のマルコによる福音書14章やコリントの信徒への手紙（第1）

10章などにその根拠が記されています。宿毛教会では洗礼を受けた方だけがこのパンと

ぶどう汁を取って食べることができます。

パンとぶどう汁に特別な奇跡的パワーが込められている訳ではありません。この食品
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が特別な御利益をもたらのでもありません。あくまでもキリストの体と血の象徴です。

イエス・キリストの救いの恵みにあずかった者が、霊的栄養と恵みにおいて成長とな

るように、キリストの体と血によって養われ、主との結びつきと交わりを固め、神への
しゆ

感謝と約束、同志としての相互の愛と互いの交わりを証しするのが狙いです。そして、

キリストの恵みを感覚的に味わうこと。五感によって感じることに目的があります。

宿毛教会では、まだイエス・キリストの救いを信じ受け入れていない方が、私たちと

共にこの聖餐の恵みにあずかる事ができるように、と願っています。

なお、聖餐式の祈りの時間に演奏される音楽は、聖公会讃美歌267「命の糧よ、主イ

エスの御体よ」をゆるやかに奏でることにしています。

⑮讃美歌 この賛美は聖餐式が執行された後に、聖餐の感謝の応答として捧げられます。聖

餐式が行われない通常の週には、この賛美はありません。

⑯献金感謝 献金は参加費のようなものではありません。神への感謝として自由にささげら

れるものです。はじめての方で意味がよくお分かりでない方、ご用意のない方はなさら

なくてもかまいません。プログラムに記載されてある担当者が各席に献金を入れる布袋

を持って回りますが、通り過ぎるままにしてください。その当番の者が、最後に感謝の

祈りを捧げます。

この時に背後で演奏される曲目は讃美歌21 486「飢えている人とパンを分かち合お

う」です。

⑰主の祈り 主イエス・キリストが弟子達に教えられたはじめの祈りです。それを「主の祈
しゆ

り」と呼んでいます。祈りのすべての要素が含まれている伝統的な祈祷文です。現代語

に訳されている物もあるのですが、宿毛教会では明治時代からの文語版を用いています。

文面は週報（プログラム用紙）の裏表紙に印刷されております。また「罪の告白と赦し

の宣言」カードの内面にもあります（下記にも全文を掲載しています）。

⑱頌 栄 礼拝の最後に賛美される曲は頌栄と呼ばれています。礼拝開始の讃詠と頌栄はペ
しよう えい

アになっており、礼拝が「神をほめたたえることからはじまり、神に栄光をお返しする

ことでおわる」という形式になっています。宿毛教会では讃美歌の539～545のいずれ

かの曲を交代で賛美しています。

⑲祝 祷 頌栄に引き続いて牧師から祝祷がなされます。これは礼拝に集った方々に神の祝
しゆく とう

福があるようにとの祈りです。牧師が不在の場合は司会者が「祝福の祈り」を代わりに

おこないます。頌栄からここまで起立できる方は、立ったままで祝福をお受け取りくだ

さい。

⑳後 奏 祝祷が終われば静かに着席して、奏楽を聞きながら黙想の時を持ちます。演奏さ

れる曲目はプログラムに表示されています。多くの場合、その日の礼拝のテーマに沿っ

て選曲されています。
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W 使徒信条

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。

主は聖霊によりてやどり、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、陰府にくだり、
ほうむ よ み

三日目に死人のうちよりよみがえり、

天にのぼり、全能の父なる神の右に座したまえり。

かしこよりきたりて生ける者と死にたる者とを審きたまわん。
さば

我は聖霊を信ず。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、

罪のゆるし、からだのよみがえり、とこしえの命を信ず。

アーメン。

W 主の祈り

天にまします我らの父よ。

ねがわくは御名を崇めさせたまえ。
み な あが

御国を来たらせたまえ。
み くに

みこころの天になるごとく、

地にもなさせたまえ

我らの日用の糧を、今日も与えたまえ。
にちよう かて

我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、

我らの罪をもゆるしたまえ。我らをこころみにあわせず、

悪より救いいだしたまえ。

国とちからと栄えとは、限りなくなんじのものなればなり。

アーメン
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◇教会住所

〒788-0001 高知県宿毛市中央2-3-3

TEL/FAX (0880)63-2784

日本キリスト改革派宿毛教会

http://rcj-sukumo.holy.jp

最寄駅（土佐くろしお鉄道 宿毛線）

宿毛駅からバス５分＋徒歩１分、または徒歩20分 (1.7km)

宿毛東駅から徒歩10分 (835m)

◇集会案内

・礼拝 日曜 午前10:15～11:45

（聖書の御言葉を読み、語られる御言葉に耳を傾け、讃美歌をうたい、神様を礼拝します）

・祈祷会 木曜 午後 7:00～ 8:00

（聖書を学び、祈る時です。讃美歌の奏楽にはあたたかい音色のリードオルガンを用います）

・求道者会･初心者聖書学習

（聖書の勉強をしたい方や洗礼を受けたい方は、牧師へお気軽にご相談下さい。随時おこないます）

◇新約聖書 マタイによる福音書11章28節

疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。


