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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/

彼は望みえないときに望みを抱いて信じました。それは、「あなたの子孫はこのように
なる。」と言われていたとおりに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。 アブ
ラハムは、およそ百歳になって、自分のからだが死んだも同然であることと、サラの胎
の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。 彼は、不信仰によって
神の約束を疑うようなことをせず、反対に、信仰がますます強くなって、神に栄光を帰
し、 神には約束されたことを成就する力があることを堅く信じました。」ローマ書

4:18～21 この4章は信仰義認について書かれてあります。行いではなく「信じる」
ことによって義とされる(1度も罪を犯したことのない人の受ける恵みと祝福を受けられ
る)のです。何を信じるのか？究極的にはイエス、キリストの十字架です。み声新聞
12/16の「聖書」に「あなたの値段」というタイトルで実に分かりやすく“罪の赦し“に
ついて書かれてあります。是非お読みください。ここでは旧約聖書のアブラハムの神の
語られた言葉を信じた信仰から学びましょう。アブラハムとサラは高齢になって身体的
に赤ちゃんを産める状態ではないという現実を突き付けられました。しかしアブラハム
は子孫が空の星のようになると語られた神の言葉を「信じた」のです。そしてその成就
を見ました。私たちの生活の中にも、「そうは言ってもこれは別だ。こんなことは起こ
りえない。」と不信仰が襲ってくることはないでしょうか！しかし神の言葉は必ずなる
のです。神の約束の言葉を告白してゆきましょう！
台湾で宣教していた時の事です。牧師が在住日本人を招いてクリスマス会をしようと

と言われたので一人一人に手紙を書き、一人の若いご婦人が来られました。彼女は中国
人と結婚し、そのご両親と同居していました。ご主人は忙しくほとんど家にはおられず、
家の中は暗く線香のニオイが充満して、ご両親と言葉も通じず彼女は家にいるのがつら
くて、毎日公園に行って「日本語」の話せる人はいないかと探し、例えいたとしても話
しかける勇気もなく天涯孤独の状態で日本に帰りたいといつも思っていたそうです。台
湾の片田舎で開かれた質素なクリスマス祝会でした。
丁度その始まる数時間前に私たちは日本から送られてきたクリスマスカードの封筒を

受け取っていました。その中に感謝献金1万円が入っていました。それはまさに奇蹟で
した。封筒に現金が入っていれば届きません。しかもクリスマスその日に届くなんて考
えられないことでした。私は大急ぎで、日本人の好みそうなお菓子(日本人向けの店は値
段が高いのですが、)を買ってそのクリスマス会に備えました。終わっても彼女は中々席
を立たれず、振り返りながら帰ってゆかれた光景は我々の心に深く刻み込まれました。
その後牧師のバイクに乗って毎週聖書の話をしに彼女の家を訪問しました。私たちを迎
えてくれた彼女は熱心に聖書の話を聞かれ、やがて教会に来られ、洗礼を受けてクリス
チャンになられたのです。ハレルヤ！！ 牧師が手紙を出すようにと言われた時に
「手紙を出して何になるのか」と思ってもし手紙を出さなければ、、、また彼女がその
手紙を見てクリスマス会に出席しなければ、、、真っ暗闇にいた彼女は人生の展開を信
じ得ない状況でしたが、信じ聞き従った結果、その日から彼女の生活は大きく変化した
のです。彼女は今も熱心に伝道をされて、私たちが2014年に台湾を訪れた時にはよい
働きをしてくださいました。
今私達が神の導き、神の御声と信じていることを諦めたり、信仰を放棄するならば、

神様はご自身のご計画を私たちを通してはなさらないでしょう。神の言葉を握っておら
れるなら、現実がいかにあれやり続け、小さな語りかけに応答し、アブラハムのように
忍耐をもって信仰を堅くして成就の時を待ち望んでゆきましょう！！必ず実が結ばれて
ゆくでしょう。

<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。



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。終息の為に熱心にお祈りをお願い
いたします。

12/27 マタイ22 12/31 マタイ26

12/28 23 1/1 27

12/29 24 1/2 28

12/30 25 1/3 マルコ1

<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝司会・

賛美
特別賛美 第3礼拝

12/27 ノア大重牧師 恵伝 パラダイス さんび伝

1/1 ノア大重牧師 ダビデ兄
賛美は直き者

~ ー

1/3 ノア大重牧師 さんび伝 G.G 恵伝

2020.12.27第2礼拝賛美：

イエスの十字架の血潮によって 風のひびき8集-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
共におられる主が戦われる 圧倒的な力で※＜ ＞

讃美歌121番
１．馬槽（まぶね）の中に うぶごえあげ

木工（たくみ）の家に ひととなりて
貧しきうれい 生くるなやみ
つぶさになめし この人を見よ

２．食するひまも うちわすれ
しいたげられし ひとをたずね
友なきものの 友となりて
こころくだきし この人を見よ。

３．すべてのものを あたえしすえ
死のほかなにも むくいられで
十字架のうえに あげられつつ
敵をゆるしし この人を見よ

４．この人を見よ この人にぞ
こよなき愛は あらわれたる
この人を見よ この人こそ
人となりたる 活ける神なれ

Worship You 8集-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
賛美と誉れ 栄光力は とこしにえ主のもの

主の恵みはとこしえまで 第8集-65番
< 主の恵みはとこしえまで > ×3

< 主をほめよ >×2

お知らせ：
★ 2021年1/1(金)11:00~特別礼拝を行います。第3礼拝(ヤング礼拝)はあ
りません。★1月のカリスマ聖会は1/10です。ご参加ください。
★殉教ツアーは2/4(木) 2/5(金) 14:00～西坂の丘で、19:00～平和会館
で殉教記念聖会が持たれます。導かれた方はご参加ください。当日献金がで
きませんので、希望者は封筒に入れてください。お祈りをお願いします。
★3/3(水)～5(金) 白馬スネルゴイキャンプが開かれます。お祈りください。

12/27 

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


