「 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5:17
グループラインで「作詞作曲」を志しておられる方がおられ、素晴らしいなーと思っ
ていたら、私の耳元にメロディーと歌詞が聞こえてきました。「主に新しい歌をうた
え」とある新しい歌です。まだ全部ではありませんが、完成できるといいなーと思って
います。♪恐れるな たじろぐな 主の兵士らよ ♪と始まり、この戦いは神の戦いだ
から神の武具を身に着けて雄々しく戦えというような勇ましい歌です。

TLEA FRH
(天に登録されている長子たちの教会）
Church of the Firstborn who are Registered in

Heaven
主任牧師：イエス・キリスト
ノア勝裕＆和子

Siloam

誰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だとみ言葉は語ってい
ます。「キリストのうちにあるなら」というのは、自分の罪を認め救い主を心にお迎え
した人は、“聖霊”が心に宿りますが、その聖霊の導きに従ってゆくなら、キリストに似
（シロアム：遣わされた者 ヨハネ９：７）
て新しく造られた者となります。しかし人間には罪があり、中々そのようにはできませ
ん。“鹿が谷川を慕い求めて歩くように“私たち人間は乾くことのない命の水を求めてい
ます。パスカルは「人の心の中には、神がつくった空洞がある。その空洞は創造者であ
2020年12月13日No.1133
る神以外のものによっては埋めることができない。」と言いました。土で造られ、鼻か
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。
らいのちの息を吹き込まれた人間は神に出会うまで真の平和と幸福はないのです。とこ
私たちの信仰、これこそ、世に打ち勝った勝利です。
ろがその空洞を趣味や仕事、享楽等によって埋めようとしている時に人間の心には叫び
(第1ヨハネの手紙5章4節)
があり空しさを感じ、不安や失望があり、絶望することもあります。もしガラテヤ書
5:16にあるように「御霊によって歩むなら」肉の欲望を満足させることがありません。
<主の祈り>
また5:18「御霊によって導かれるなら」肉の思いに支配されることはありません。肉
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
の思いは「不品行、けがれ、好色、、、これらは性的な罪 偶像礼拝、魔術、、、これ
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
らは異教的な罪
敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、、、兄
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
弟愛を破る罪 酩酊、遊興、、、不摂生の罪」これらの乱行は「神の国を相続すること
我らを試みにあわせず悪より救い出し給え
はありません。」しかし悔い改めて御霊によって正しい生き方をするなら「愛、喜び、
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
平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制」という御霊の実を結ぶ事ができます。自
分の努力や頑張りによってできません。25節「御霊によって生きるなら」御霊ご自身が
Our Father in Heaven. Hallowed be your name, Your kingdom come.
実を実らせてくださいます。
Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily
聖霊様をお迎えしても、無視したり悲しませてしまう弱い人間です。心に「不安や恐
bread.
れ責め恥、、、」をもたらします。コロナ危機、災害、戦争や戦争のうわさ、、、この
Forgive
us
our
debts
as
we
also have forgiven our debtors.
時代さらに問題困難が出てくるでしょう。聖書には「恐れるな」と何回も載っています。
And lead us not into temptation but deliver us from the evil one.
(365回といわれています。)神様は私たちが如何に弱く恐れる者であるかご存じなので
For yours, is the kingdom and the power and the glory, for ever．Amen．
す。神様はそのような恐れさえも、十字架によって益に変え私たちに恵みを注ぎ、如何
に愛しておられるかを表してくださるお方です。罪があったなら悔い改めましょう。そ
<使徒信条>
して御霊によって歩み、導かれ、生きる者となりましょう。自分の力ではできません。
我は天地の造り主
全能の父なる神を信ず
神様にその力を求め、聖霊に満たされることを熱心に求めましょう！！古いものは過ぎ
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
去って、見よ、すべてが新しくなったことを信じましょう！！
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
<信仰告白>
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
ハレルヤ イエス様に愛されていますから！
身体のよみがえり とこしえのいのちを信ず アーメン
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。
🎵God is working for my good , now , for my good ,
④すべての問題は解決されます。
for
my
good , God is working for my good , Yes , You really are! 🎵
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/

2020.12.13第2礼拝賛美：

鹿のように
谷川の流れを慕う
鹿のように
主よ、我が魂
あなたを慕う
あなたこそ我が盾
あなたこそ我が力
あなたこそ我が望み 我は主を仰ぐ

As the deer panteth for the water
So my soul longeth after Thee
You alone are my heart's desire
And I long to worship Thee
※< You alone are my strength, my shield
To you alone may my spirit yield
You alone are my heart‘s desire
And I long to worship Thee >
SMILE(風のひびき第6集 9番)
あなたの笑顔は輝いてる 喜びがいつも溢れている
主はすべての事を益に変えて どんなことも最善あらわされる
スマイル 悲しい時 辛い時にも いつも笑顔で
スマイル どんな時も ただ信じて いつも笑顔で

主の恵みはとこしえまで(風のひびき第8集 65番)
主の恵みはとこしえまで ×3
主をほめよ ×2
Ｇod is love ～愛こそがすべて(やすらぎの歌第9集 10番)
1、野には花が咲き乱れて 歌の季節がやってきた
長い冬は過ぎ去って
大雨も通り過ぎた
※＜わが愛する者 美しい人よ
さあ立って出ておいで 神様のラブ・コール
Ｇod is love 愛こそがすべて Ｇod is love 愛を信じ続けて
Ｇod is love 愛こそがすべて Ｇod is love Ｉlove you＞
2、やがて涙は枯れ果てて 君に笑顔が戻るだろう
もう振り向くことなく ただ前を向いて歩こう※

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＞
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ノア大重牧師

ダビデ兄

大重ファミ
リー

ノアシオン伝
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ノア大重牧師

さんび伝

賛美は直き者
～

恵伝

12/27

ノア大重牧師

恵伝

ワンボイスマ
スクワイヤー

さんび伝
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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：
★“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 2/4(木)殉教ツアー 2/5(金)殉教記念聖会14:00~西坂の丘で
19:00～平和会館で 導かれた方は参加しましょう！
★ 「白馬スネルゴイキャンプ」 は3／3(水)～5(金)に行われます。お祈
りください。
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