「 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。
古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」第Ⅱコリント
5:17
今教会で良く歌われるゴスペル♪国籍は天にあり♪の最後の部分は「古きものは
過ぎ去って見よ全てが新しくなる」ですが、これは永遠の世界に住む私たちの事を
歌っています。しかしこの世においても「たとい私たちの外なる人は衰えても、内
なる人は日々新たにされています。 」第2コリント4:16とあります。新しくされる
ということは何と素晴らしいことではありませんか！やり直したいと思って、鉛筆
なら消しゴムで消せるでしょう。インクなら修正液を用いたり電子機器なら「削
除」して今までの記録を消すこともできるでしょう。しかし私たちの記憶や受けた
傷は中々消せるものではありません。過去の負の記憶に縛られている限り、力が失
せたり前進できない事もあります。平常は忘れていても、肝心な時にそれが頭を出
してきて平安を奪われて失敗したり事が荒立ったりします。
最近素晴らしい映画を見ました。「I can only imagine」という米映画です。
以前流行ったビートルズの「イマジン」を思い起こす人もおられるかもしれません。
イマジンは“天国も地獄もないことを想像してごらん“と歌っていますが、 今回観た
映画は聖書にしっかり立った“赦しと天国の希望“を描いています。新しく造られた
人生、主の赦しによって、もう1度やり直せる人生があることを父親や息子に見る
ことができます。この父親はアメフトの選手でしたが、自分の人生の挫折を通して
自暴自棄になり、まるでモンスターのように暴力をふるって家庭を破壊します。妻
からは逃げられ、息子もとうとう家を出ます。独りぼっちになった彼は福音に触れ
悔い改めてイエス、キリストを信じたのです。一方歌手としてデビューできると
思っていた息子ですが、厳しい批評によって落ち込み家に帰ってきた息子が父親の
祈る姿を見て「今更なんだ！神は赦しても自分は絶対赦せない！」と怒りに燃えま
す。しかし父親がすい臓癌で余命いくばくもないことを知って赦し受け入れ、共に
短い期間楽しい日々を過ごし天に見送ります。罪を悔い改めた親子に新しく造られ
た者の祝福が与えられます。父親は悔い改め平安を与えられて息子から赦され愛さ
れ天に旅立ってゆきます。息子の方は神様のインスピレーションによって素晴らし
い父に捧げる歌 I can only imagine ができ彼が歌い大ヒットするのです。
赦し赦された者同士が、この地上と天で主の愛の中で一つとなります！
新しくなることは、一つはイエス、キリストを「救い主」として受け入れること
によって、聖霊が心の中に住まわれることによって起こります。もう一つは内住さ
れておられる聖霊様に従うことによって日々新しくされるのです。ガラテヤ書6章
から「御霊によって歩み、導かれ、生きるなら」22,23節の「御霊の実は、愛、喜
び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。 」このような実を結んで
日々新らしくされ、キリストの似姿に変えられてゆきましょう！
Memo:
<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。

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

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

2020.12.6第2礼拝賛美：

イエスの十字架の血潮によって
22番
＜イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでにわがもの＞
どんな激しい戦いの中も どんなに強い敵がおそっても
ともにおられる主が戦われる 圧倒的な力で
＜ くりかえし ＞
「やがて天にて」
聖歌638番
御国に住まいを 備えたまえる 主イエスの恵みを ほめよたたえよ
やがて天にて 喜び楽しまん 君にまみえて 勝ち歌を歌わん
浮世のさすらい やがて終えなば 輝くとこよの 御国に移らん
やがて天にて 喜び楽しまん 君にまみえて 勝ち歌を歌わん
もろとも勤しみ 励み戦かえ 栄えの主イエスに まみゆる日まで
やがて天にて 喜び楽しまん 君にまみえて 勝ち歌を歌わん
めあてに向かいて 馳せ場を走り 輝く冠を みとのにて受けん
やがて天にて 喜び楽しまん 君にまみえて 勝ち歌を歌わん
国籍は天にあり
24番
１ ．主イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよう
そこには主が神の右に座を占めておられる 地上のものを思わず
天にあるものを思い 栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆく
２．キリストを知る 素晴らしさゆえ すべてのものはちりあくた
神の栄冠目指して進み走り続けよう 国籍は天にあり
永遠の報い受ける 古きものは過ぎ去って見よ全てが新しくなる
Worship You
69番
あなたの御前に心注ぎだし
朝ごとに夕ごとにあなたをほめ歌う
ハレルヤハレルヤあなたにささげます
賛美と誉栄光力はとこしにえ主のもの

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
<奉仕者＞

第1礼拝

第2礼拝司会・
賛美

特別賛美

第3礼拝
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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。

お知らせ：
★今晩18:00~カリスマ聖会がハイアットリージェンシー東京地下1F
宴会場で行われます。 18:00~GLTV セミナー&聖会 ご参加くだ
さい。★“こころごすぺる“は12/24(木)19:00～座・高円寺にて行わ
れます。★2021年3／3〜5の日程で行われます白馬スネルゴイキャン
プのお申し込みがスタートしました。
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