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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/

<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

「いつも喜んでいなさい。 絶えず祈りなさい。 すべての事について、感謝しなさい。これが、
キリスト・イエスにあって神があなたがたに望んでおられることです。」第１テサロニケ
5:16～18 「苦難の日に主があなたにお答えになりますように。主が聖所から、あなたに
助けを送り、シオンから、あなたをささえられますように。あなたの穀物のささげ物をすべ
て心に留め、あなたの全焼のいけにえを受け入れてくださいますように。主があなたの願い
どおりにしてくださいますように。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますよ
うに。～今こそ、私は知る。主は、油をそそがれた者を、お救いになる。主は、右の手の力
をもって聖なる天から、お答えになる。ある者はいくさ車を誇り、ある者は馬を誇る。しか
し、私たちは私たちの神、主の御名を誇ろう。～ 」詩篇20篇

コロナを通して大きく生活が変化してきます。この中で私たちは何をどう生きてゆくべき
か、判別し見分け吟味しながら神様と共に歩んでゆけますようにと願います。
行方不明の為に皆様に祈っていただきありがとうございました。夫婦で歩いていた時、私

は少し前を歩いて角を曲がり、後ろを見たら夫が見えないのです。おかしいなーと後戻りし、
右左を見るのですが見当たらず、自転車を取りに戻り、自転車でぐるぐる回りましたが見つ
からないので息子に連絡したらすぐ現場に来てくれ、二人で探していると丁度白バイの警官
が通ったので捜査をお願いしました。家族、教会、祈りのミッションに祈りの要請をして、
まもなく「パトカーで見つけたので家に送ります。」と警察署から電話がかかりました。は
ぐれて4時間経っていました。この日はとても寒く、陽も落ち薄暗くなっていたので、警察署
から連絡を受けた時には本当に安堵しました。見失ったところから１㎞位離れた所を歩いて
いたそうです。耳も遠いし方向音痴で入り込んだ見知らぬ所でしたので、きっとあちこちぐ
るぐる歩いていたのだろうと思われました。幸いその日１枚多く上着を着ていたのと、探し
ている時に丁度白バイの警官が通りかかったという事、心配はしましたが平安があったのは
神様の愛のご配慮でした。祈りをお願いした方々にはご心配をおかけしました。パトカーに
乗せて頂いて帰宅した本人は疲れ切った様子ではなく、歩いていた為なのか体もそんなに冷
えきってはおらず「ご迷惑をおかけしました！」ととても穏やかな表情でした。警官もとて
も親切で、何度も「良かったですね！」と喜んでくださいました。本当にありがたいことで
す。祈りを聞いてくださった神様、協力してくださった警官の方々、祈ってくださった皆様
に心から感謝します。
これから先、コロナ等はじめ疫病、災害、戦争更に様々な困難や問題が発生することが予

想されています。今回の事はその時の対応の仕方を実地訓練として学ばされたように思いま
した。「苦難の日」に慌てることなく本当に頼りになる主なる神様に目を向けて祈りましょ
う。神様は私たちの助け主です。そして願いをかなえてくださり勝利を与えてくださいます。
(神によって生まれた者はみな、世に勝つからです。) 祈った通りにならないこともあります
が、祈りを通して私たちに大切なことを教えてくださり、間違っている所を教え悔い改めに
導いてくださり最善最高に導いてくださいます。この問題の裏に神様のご計画が隠されてい
ることを思いながら感謝し賛美してゆけますように！「力の限り、見張って、あなたの心を
見守れ。いのちの泉はこれからわく」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。」とあります。苦難の日に問題が起こった時に信仰を働かせて、喜び祈り感謝
して神の勝利と栄光を見てゆきましょう！！

<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。



コロナ緊急事態宣言が出ました。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。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。終息の為に熱心にお祈
り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

1/10 ノア大重牧師 恵伝 MTC さんび伝

1/17 ノア大重牧師 さんび伝 again 恵伝

1/24 ノア大重牧師 恵伝 パラダイス さんび伝

2020.1.10第2礼拝賛美：

進もう！ 風のひびき8集-2番
喜びの声をあげ 賛美の声をあげよう
恐れず主を信じ 前に前に進もう
このままの力で 勝利の主が共におられる
ここから進みます 勝利の主にハレルヤ

讃美歌379番
１．見よや十宇架の 旗たかし 君なるイエスは 先立てり

進め つわもの 進みゆき 雄々しくあだに 立ち向かえ
※< 勇めつわもの いざいさめ 十字架の御旗 先立てり >

２．イエスの御旗を かかげなば あだはおののき 逃げかくれ
たたえの声の いきおいに 陰府(よみ)のいしずえ ゆり動かん※< >

３．イエスのつわもの いにしえの み民にならい いとたけき
いくさをいどみ もろともに 主のみことのり 守るべし※< >

４．来たれや 来たれ 勝ちうたを あまねく四方に ひびかせよ
世びと みつかい もろともにイエスの御栄え ほめたたえん※< >

Stand Up 8集-9番
今過去未来どんな時でも あなたをしばるものは何もない
神の愛と変わらない約束 あなたにそそがれ満たされてく
※＜Stand up立ち上がり進み歩き Stand up過去は振り返らず
前だけを見て希望にあふれてる
Stand upあなたは一人じゃない Stand upあなたは愛されてる
どんな時でも神の愛は変わる事ない＞

どんなに辛い過去も 不安な未来だって 誰かと比べたりしないで
あなただけの確かな道があるーーー
Stand up 立ち上がり進み歩き Stand up過去は振り返らず
前だけを見て希望にあふれてる ※＜ ＞

国籍は天にあり 8集-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

お知らせ：★今晩新宿のハイアットリージェンシー東京地下1Fにおいて
17:00～GLTV17:45～カリスマ聖会(19:30終了)が行われます。時間がいつ
もと違いますのでよろしくお願いします。
★2/4(木) に殉教ツアー 2/5(金)14:00～西坂の丘で殉教記念聖会が持たれ
ます。
★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「さいたま聖会」
が開かれます。 1/10 

あなたを愛します 6集-8番
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


