「真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、ほか

の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、獄舎の土台
が揺れ動き、たちまちとびらが全部あいて、みなの鎖が解けてしまった。 」
使徒16:25、26
パウロとシラスはマケドニアの叫びに応じてピリピに行って伝道。それまでのアジア
伝道からヨーロッパに代わる時代の変わり目の重要な時期に起こった出来事です。今コ
ロナ問題等を含めて、社会も神様の働きも今までと大きく変わってきました。私たち個
人の生活においても今までの生活パターンから大きな変化をもたらして新しい時が来て
います。
ピリピにはユダヤ人の会堂がなかったので、川べりで伝道していた時に、裕福な婦人
ルデヤが救われヨーロッパの初穂となりました。次に占いの悪霊につかれている若い女
奴隷がイエスのみ名によって解放されましたが、彼らの夫は占いによってもうける望み
がなくなったことで、パウロとシラスを訴えました。町の中で騒ぎを起こし、ローマ市
民には受け入れがたい宗教的習慣を人々に教えていたという理由で捕らえられ、裸にさ
れて鞭打たれ奥の牢獄に閉じ込められたのです。生々しい傷もうずき、血も出ていたで
しょう。肉体的には完全に束縛されていましたが、しかし彼等にとっては不自由ではあ
りませんでした。
神を愛する者、神を恐れる者にとっては、どんな状況の中に置かれても、自由に祈り
賛美できるという素晴らしい特権があります。彼らが祈りつつ賛美をしているのを囚人
はじっと聞き入っていました。神を尊ぶものと共に神はおられます。その祈りと賛美を
神もまた聞いておられました。突然の大地震はパウロとシラスの信仰に神様が応答して
起こされたのでしょう。神は生きて働かれるお方です。「わたしは、わたしを尊ぶ者を
尊ぶ。」第1サムエル2:30 これがきっかけで家族の救いの大いなるみわざが起こりま
した。まさに大逆転の勝利です。
私たちの人生にも、「これがなければ自由になれるのに！」と思うような縛りがある
かもしれません。傷つき、痛みがあるかもしれません。その痛みから血が流れ出ている
かもしれません。真っ暗闇で光が見えない時もあるでしょう。そんな時、何の希望もな
いと絶望するのではなく、パウロやシラスのように祈り賛美をしましょう。祈りは神の
息吹を心に吹き込みます。賛美には不思議な力があります。神様は大地震を起こして獄
舎の土台を動かし、私たちを閉じ込めている扉を開き、私たちをがんじがらめにしてい
る鎖を解いてくださいます。神は救い主であられ、私たちを罪の縄目から、呪いの鎖か
ら解き放つことのできる解放者です。このお方に祈り、賛美することによって、私たち
の人生は永遠へ、信仰、希望、愛へと変えられ、大いなる栄光があらわされてゆくで
しょう！！
2月には殉教聖会が行われますが、26聖人は信仰ゆえに太閤秀吉によって捕らえられ、
長崎の西坂の丘で殉教してゆきました。死ぬ間際13歳のアントニオや12歳のルドビゴ
茨木が詩篇113篇を賛美したのです。その場に見学に来ていた約4000人がその賛美に唱
和し、処刑場であったその場がまるで天国のように変わったというのです。

<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! 🎵

2021.1.1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 ※＜
＞
主よあなたに信頼します
風のひびき8集-36番
主よ あなたに信頼します
とこしえにとこしえに あなたを見上げて
主よ あなたは今良いことを
成されますから ゆだね 今祈る
聖歌480 輝く日を仰ぐとき 聖歌480番
1、輝く日を仰ぐ時 月星眺むる時 雷(いかずち)鳴り渡る時
まことの御神(みかみ)を思う
※< 我が魂(たま) いざたたえよ おおいなる御神を
我が魂いざたたえよ おおいなる御神を >
2、森にて鳥の音を聞き そびゆる山に
谷間の流れの声に まことの御神を思う ※< >
3、御神は世人(よびと)を愛し 一人の御子を下(くだ)し
世人の救いのために 十字架にかからせたり ※< >
4、天地(あめつち)造りし神は 人をも造り替えて
正しく清き魂 持つ身とならしめ給う ※< >
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

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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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。

お知らせ：
★1月のカリスマ聖会は1/10(日)18:00～ハイアットリージェンシー東京で
行われます。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。 ★3/3(水)～5(金) 白馬スネルゴイキャンプが開かれます。
★4/10(土)14:00～16:00 パウロ秋元牧師をお招きして「さいたまカリス
マ聖会」が開かれます。お祈りください。
1/1 / 2021

