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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

「私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いな
さい。」ヤコブ書1:2 西坂の丘で最初の処刑された人はメキシコ人のフェリぺでした。
彼の全身の重みが鉄の首枷にかかって声を出せず窒息しそうだったので一番最初に処刑され、
日本の最初の殉教者となりました。彼はメキシコ生まれのフランシスコ会修道士でしたが、
信仰の模範生だったのではなく、本当は落ちこぼれでした。若い日には放蕩しましたが、何
かしら責めを感じてフランシスコ会修道士会に入会をしますが、直ぐ飛び出し昔の放蕩の生
活に戻るのです。両親が心配して、どうにか真面目な人間になってもらいたいと商業に従事
させてフィリピンに送るのですが、それにも飽きが来て、再びマニラのフランシスコ修道会
に入会させてもらおうと願うのですが、院長はすぐには受け入れず、2年経って司祭叙階(司
祭になる任命按手式)の為にメキシコに帰るように言います。メキシコに帰る為に乗った船の
名前が彼の名前と同じサン・フェリペ号だったのですが、帰国途中日本の土佐沖で遭難しま
す。積み荷を全部没収され、船に乗っていた人は皆捕えられました。とんでもない試練に
会ったのです。フェリペはその様な事になるなんて考えもしていなかったでしょう。しかし
彼は自分の人生に起こったことは神のみ手にある事だと心から感謝して受け入れたのです。
「私の様に本来祭司になる資格のないような者が、サンフェリペ号の沈没によって救われ、
殉教の恵みに入れられたのはただただ神様の深いお恵みによるのです。」と告白しています。
「殉教」の本では、フェリペのことを思い出すたびに聖書のクレネ人シモン(マルコ

15:21)のことを思い出すと書かれてあります。シモンは田舎から過越しの祭りを見ようと、
エルサレムに来ていました。丁度イエス様が十字架を負ってビア、ドロローサ(悲しみの道)
を歩いておられる所に出くわしました。ローマ兵がシモンにイエス様の代わりにむりやりに
十字架を負わせました。何が起こったのか！これからどうなるのか！？考える余地もなかっ
たでしょう。突然試練に会わされました。弟子たちが皆逃げてしまったイエス様の十字架を
負い、ゴルゴダにまでついてゆきました。自分が背負ってきた十字架にイエス様が釘で打た
れはりつけにされ「父よ、彼らを赦したまえ。」と、執り成しておられるのを聞いたでしょ
う。彼ははっきりとこのお方が救い主イエス、キリストだと信じて救われ、後に彼の家族も
救われました。妻と子供のルポスもパウロから「主にあって選ばれた人」と言われるような
信仰者となっています。
フェリペもシモンも普通の人だったでしょう。しかし神から愛され引き出されて十字架を

負わされました。いわば強いられた十字架を負わされたのです。突然の「試練」と思われた
ことを黙って受け取りました。特にフェリペは喜んで受け止めたのです。「試練に耐える人
は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された、いのちの冠を
受けるからです。」フェリペは栄えある殉教者に数えられ、喜びながら天に携え上げられま
した。シモンもまたイエス様の最後を見届け、救われその祝福は家族に及んでいます。ハレ
ルヤ！ 私たちの人生にも「試練に会った」と思われるようなことが許される時があるで
しょう。その時に逃げないで神の愛を信じて“この上もない喜び“と受け取ってゆきましょ
う！悪いと見える事の裏にある神様の素晴らしいご計画にあずかることができるでしょう。
「すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至るからです。 」ローマ書11:36
神様は私達を本当に愛しておられます。そして神のご計画は私たちにとって最善最高の祝福
なのです。

<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。



コロナ緊急事態宣言が出ています。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。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

1/17 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

1/31 ノア大重牧師 さんび伝
ワンボイス
マス～

恵伝

2020.1.17第2礼拝賛美：
Jesus I love you 8集-1番
１．時の流れに戸惑いながら 夏はおとずれ風も変わる

大切なもの守り続けて 移りゆく景色を見ている
たとえ全てが崩れ去っても 決して変わらない愛がある
不確かな時代乗り越える為信ずべき言葉がある
＜ 新しい夢を探して空にかかる虹目指して
その声は届いているいつもあなたを愛してる
Jesus I love you and You love me どんな時でも心の中に
So I love you Yes You love me 希望は消えないから＞

２．力なくして立ち止まっても弱さ覚えて泣きそうでも
背伸びしないで頑張らないでやがて羽ばたける時がくる
愛される為命を受けた君は今愛されている
確かな言葉握り続けよう未来は輝いている＜ くりかえし＞

Stand Up 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 ※＜ ＞

聖なる万軍の主 23番
主よあなたにほめ歌をささげます 主よあなたを礼拝します
聖なるかな 聖なるかな 万軍の主栄 栄光全地に満つ

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：★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。★2月のカリスマ聖会は2/7(日)です。
★ 2月に神学校の後期の試験が行われます。宜しくお願いします。
★3/3(水)～5(金) 白馬スネルゴイキャンプが開かれます。
★4/10(土)14:00～16:00 東大宮コミュニティーセンターホールで
P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。 1/17 

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


