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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
いつも喜んでいられないことが内に外に多発してきます。しかし神の言葉

は変わることがありません。神様は全知全能で、私達のすべてをご存じで“い
つも喜んでいなさい”と語られています。問題の最中にあって感情的にはでき
ませんが、信仰的にとらえてゆきましょう。信仰的にとらえるというのは、
先ず神様に「祈る」そして「感謝する」です。私たちの力ではできないこと
を神様に持って行った時点で合格です。「信仰がなくては、神に喜ばれるこ
とはできません～」へブル11:6 ですから。神に近づいて神にその重荷を委
ねるというのは大きな信仰のわざです。♪主にすがる我に悩みはなし～十字
架のみもとに荷を下ろせば～♪という讃美歌がありますね。また最近“Don’t
worry” というゴスペル(風のひびき第8集 55番)が流行っています。単純に
幼子のようになって主を信頼しましょう！そして祈りましょう！「彼に信頼
する者は、失望させられることがない。」ローマ書9:33 そして人間が考
えて“決して感謝できないようなこと”でも感謝することです。「すべての事
について」というのは私達の見えていない神様の愛のご計画があるからです。
「天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わ
たしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。」イザヤ書55:9 「すべての
ことはあなたがたのためであり、それは、恵みがますます多くの人々に及ん
で感謝が満ちあふれ、神の栄光が現われるようになるためです。」第２コリ
ント4:15 問題困難を通して神様は最善に導びいてくださいます。聖歌514
番に「信仰は勝利 信仰は勝利 信仰もて世と悪魔に勝たん」とあります。
私たちがつぶやき、悲しんで、思い煩う代わりに、信仰をもって喜び祈り、
感謝する時に、負の勢力と悪魔のわざが打ち破られ、心に平安と勝利が来ま
す。それを受ける迄祈り賛美しましょう。🎵God is working for my good , now , 

for my good ,  for my good , God is working for my good , Yes , You really are! 🎵
殉教ツアー、殉教記念聖会、カリスマ聖会、白馬キャンプ等が予定されて

います。コロナ感染という従来にない困難の中に日本は閉じ込められている
ように感じるかもしれませんが、この中で私たちが信仰を用いて神様の栄光
と勝利を表してゆけるように導いておられます。

<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。
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。

1/24 ルカ6 1/28 ルカ10

1/25 7 1/29 11

1/26 8 1/30 12

1/27 9 1/31 13

<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝司
会・賛美

特別賛美 第3礼拝

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

2/7 ノア大重牧師 恵伝 パラダイス さんび伝

2020.1.24第2礼拝賛美：

詩篇134
さあ 主をほめたたえよ 主のすべてのしもべたち
夜ごとに主の家で 仕える者達よ 聖所に向かって あなた方の手を上げ
主をほめたたえよ 天地を造られた 主がシオンからあなたを
祝福されるように

イエスの十字架の血潮によって 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338番
１．主よ 終りまで 仕えまつらん みそばはなれず おらせたまえ

世の戦いは はげしくとも 御旗のもとに おらせたまえ
２．浮世の栄え 目を惑わし いざないの声 耳に満ちて

心むるもの 内外(うちと)にあり 主よ 我たてと ならせ給え
３．静かにきよき み声をもて 名利(めいり)のあらし しずめたまえ

心に騒ぐ 波はなぎて わが主のみむね さやに写さん
４．主よ今ここに 誓いを立て しもべとなりて 仕えまつる

世にある限り この心を 常に変わらず 持たせ給え

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 ※＜ ＞

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。 1/24 

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


