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なぜなら、神によって生まれた者はみな、世に勝つからです。

私たちの信仰、これこそ、世に打ち勝った勝利です。
(第1ヨハネの手紙5章4節)

🎵God is working for my good , now , for my good , 
for my good , God is working for my good , Yes , You really are! 🎵

http://astone-blog.jp/tleafrh/

「世に勝つ信仰」第1ヨハネ5:4より

神によって生まれた者すなわちイエス、キリストを救い主として信じた人(心
の中に聖霊様が住まわれます)は“みな”誰一人として欠けることなく世に勝つと聖
書は語っています。しかしそれには条件があります。「私達の信仰」が必要なの
です。私たちが信仰を用い働かせなければなりません。それは「祈る」「聞き従
う」「感謝する」です。
私達のリーダーが4回の入院をされて大変な状況の中でもみ言葉を信じ、伝道

し続けて日本中を回っておられます。信仰を用いた勝利の歩みです。信仰の対応
をすべきだと、ロシア語、ドイツ語の預言の本が出版でそれらが用いられる国へ
の宣教に行くという神のみ心を捉え、告白しておられるのです。私たちが初めて
TLEA(以前はTLCCC )に来た時、牧師の次男ベニアミン君が脳障害をもって生ま
れ、まだ小さかったのですが、「癒される！」と告白し続けておられました。そ
の通りになり、癒されるばかりか、一流企業に就職できるほど優秀で元気です。
まさに信仰の大勝利ですが、教会生活の中でこのような証しをたくさん見ていま
す。私達の霊的の教科書と言われる「雲の間にある虹」誌や、「み声新聞」にも
多くの素晴らしい証しが載っています。今月号は萱野牧師の信仰の対応(ドクター
も驚くほどの癒し等)とても励まされます。
最近起こった事を証したいと思います。姉の左手の親指にできた大きなイボが

取れたのです。「ポロっと取れて手術しなくてよいように」と娘が言うのを聞い
て、神様からの語りかけと受け取って祈りました。家族や教会の方々に祈ってい
ただき、カリスマ聖会でも祈っていただきました。それら一つ一つも「聞き従
う」という信仰の行為です。姉自身もアロエなどつけて祈っていました。その後
山のように膨れ上がったイボがかれてゆき、かさぶたになりポロっと取れてなく
なり告白通りになりました。主のみ名を崇めます！

私達の祈りの応答を見る迄、順調に進むという事もありますが、時に様々な試
みがあり、あまりに時間がかかるので、つぶやいたり不信仰になることもありま
す。「あなたがたが神のみこころを行なって、約束のものを手に入れるために必
要なのは忍耐です。」へブル10:36 とあるように、忍耐して感謝して祈り続け
ましょう。それは神様が私達の信仰を強め不動のものとするための訓練です。み
声新聞のイスラエル北野牧師婦人のメッセージ「約束」11/4発刊を読んでみま
しょう。神様の約束が如何に真実であるのが分かります。
これからの時代、更に問題困難が許されるでしょう。しかし私達には神様がお

られます。神様の喜ばれる信仰を用いて神の栄光を表し、私達の信仰を用いて世
に打ち勝った勝利を表してゆきましょう！
Memo

<主の祈り>
天にまします我らの父よ 願わくば御名を崇めさせたまえ 御国を来らせ給え
御心の天になるごとく地にもなさせ給え 我らの日用の糧を今日も与え給え

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給え
我らを試みにあわせず悪より救い出し給え

国と力と栄えとは限りなくなんじのものなればなり アーメン

Our Father in Heaven. Hallowed be your name, Your kingdom come.
Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily 

bread. 
Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. 

And lead us not into temptation but deliver us from the evil one.
For yours, is the kingdom and the power and the glory, for ever．Amen．

<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（よみ）にくだり 三日目に死人のうちよりよみがえり 天に昇り
全能の父なる神の右に座したまえり かしこより来たりて 生ける者と死ねる者とを

裁きたまわん 我は聖霊を信ず 聖なる公同の教会 聖徒の交わり 罪の赦し
身体のよみがえり とこしえのいのちを信ず アーメン

<信仰告白> ハレルヤ イエス様に愛されていますから！
①私の家族親族は全員救われます。祈り伝道しますから。
②日本にも世界中にもリバイバルが始まっています。5/20/2015 以降
③私も用いられます。
④すべての問題は解決されます。
⑤すること成すことみな成功します。
⑥私の周りには更に奇蹟が起こります。



Jesus I love you 1番
１．時の流れに戸惑いながら 夏はおとずれ風も変わる

大切なもの 守り続けて 移りゆく景色を見ている
たとえ全てが 崩れ去っても 決して変わらない愛がある
不確かな時代 乗り越える為 信ずべき言葉がある
＜ 新しい夢を探して 空にかかる虹目指して
その声は届いている いつもあなたを愛してる
Jesus I love you and You love me どんな時でも心の中に
So I love you Yes You love me 希望は消えないから ＞

２．力なくして立ち止まっても 弱さ覚えて泣きそうでも
背伸びしないで 頑張らないで やがて羽ばたける時がくる
愛される為 命を受けた 君は今愛されている
確かな言葉 握り続けよう 未来は輝いている
＜ くりかえし ＞

もろびとこぞりて
もろびとこぞりて 迎えまつれ ひさしく待ちにし
主は来ませり 主は来ませり 主は 主は来ませり

この世のやみじを 照らしたもう たえなる光の
主は来ませり 主は来ませり 主は 主は来ませり

平和のきみなる み子を迎え 救いのぬしとぞ
ほめたたえよ ほめたたえよ ほめ ほめたたえよ

大丈夫だからね 36番
あなたのこと 知っているよ
心の願い 分かってるから
顔を上げて 前を向いて ほら笑っていて
大丈夫だからね 心配しなくていい
必ず助けるから あなたは一人じゃない

君は愛されるため生まれた
＜君は愛されるため生まれた 君の生涯は 愛で満ちている＞×2
永遠の神の愛は われらの出会いの中で実を結ぶ
君の存在が 私には どれほど大きな喜びでしょう
<君は愛されるため生まれた 今もその愛受けている>×2

会堂内ではマスクの着用をお願い致します。
咳・くしゃみ・発熱などの症状がある方は、礼拝出席を控え、
オンライン礼拝への出席をお願いいたします。
入り口に、アルコール消毒液を設置しております。出席中に気分が優れず、
体調が悪くなった際には、スタッフまでお知らせください。
ソーシャルディスタンスのご協力をお願いいたします。礼拝に出席される際

には、各自感染予防対策をお願いいたします。
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<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝司会・

賛美
特別賛美 第3礼拝

11/15 ノア大重牧師 さんび伝 パラダイス 恵伝

11/22 ノア大重牧師 恵伝
ワンボイス
マスクワイ

ヤー
さんび伝

11/29
ノア大重牧

師
さんび伝 GG 恵伝

2020.11.15 第2礼拝賛美：

お知らせ：
11月28日（土）岩槻駅東口コミュニティーセンター5階・
音楽スタジオにて、クリスマスコンサート・Youtube撮影の為、お祈
りとご協力宜しくお願いします。時間は15時～16時となっています。

11/15 

あなたを愛します 8番（風のひびき6集）
あなたを愛します 心からあなたを あなたを愛します
私のすべてをもって あなたを愛します ただあなただけを
あなたを愛します いつまでもずっと
あなたは私のために 十字架で命捨てられた
激しい苦しみ痛み だまって背負われた
あなたを愛します 永遠にずっと
あなたを愛します あふれる感謝をもって


