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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

「主はアブラムに仰せられた。「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を
出て、わたしが示す地へ行きなさい。そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民と
し、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福とな
る。」創世記12:1、2

2月5日殉教記念聖会を真近に控えて、雲の間にある虹誌2月号のチェコ在住の“サリーのプ
ラハ宣教日記“に印象的な記事が載っているのをご紹介しましょう。ヤン・フスの事が出てき
ますが、彼は14、5世紀、チェコの宗教改革者でした。免罪符を買うことによって罪が赦され
ることを批判し、聖書だけを信仰の根拠とし、プロテスタント運動の先駆者となりましたが、
カトリック教会からは破門され火刑に処せられます。死ぬ前に「真理は勝つ」と言い残して殉
教しました。その言葉をスローガンとして広がった「プラハの春」について書いてあります。
是非お読みください。
今日の聖書個所はアブラハムが神の声を聞いて従った故に大いなる祝福を受けたことについ

てお話ししましょう。コロナ感染を初め、霊的な攻撃を含めて私たちの周辺でも様々な問題が
起こっています。アブラハムは神の言葉に従うことによって、その問題が解決され、祝福へと
変えられてゆきました。私達の困難や問題も解決され、それがかえって恵みとなり祝福となる
ようにと願います。もし私たちが問題困難だけに目を留めてその解決を求めることに追われる
なら問題に引きずられてゆきます。しかし神様に心を向け、神様が下さった言葉に立ち返るな
ら、私たちの問題は解決され、勝利を受けると語られています。語られた言葉が本当に神から
のものかどうか吟味しましょう。自分の思いかもしれません。あるいはサタンの思いかもしれ
ません。「すべてのことを見分けて、ほんとうに良いものを堅く守りなさい。」第1テサロニ
ケ5:21 聞き従うという事は私たちにとって難しく、聞き従えない自分を見せられます。しか
し本当に聞き従いと思っているなら、主が力を下さいます。「間違っても御心を行わせてくだ
さい。」と以前良く祈っていましたが、必要な祈りだと思います。今、コロナ問題やアメリカ
の大統領選以降特に世界的に見ても大きな“さかいめ”に来ています。その中で行われる殉教聖
会や白馬キャンプには非常に重大な意味があります。これらの為に心を留め祈りましょう。教
会の働きの為でもありますが、これからのご自分の生き方にも大きく関わってきます。
私の経験をお話ししましょう。今から13年前の事ですが、海外宣教に行くようにと神様から

の語りかけを受けましたが中々従順出来ませんでした。そのうち私はリューマチになってひど
く肩や手足が痛くて苦しむようになりました。悔い改めてやはり海外宣教に加われるようにと
祈り、チームに夫婦で加わりました。エジプトから入りシナイ山に登る砂漠をバスで走るので
すが、50度近い所シナイ山へ向かう途中とても苦しくて心の中で叫んでいました。やがてバス
の中に小さな音でやすらぎの歌第8集が聞こえてきました。これは私たちの教会で作ったオリ
ジナルのゴスペルです。それは私の霊に響き、このリューマチは治る！と堅い信仰を頂いたの
です。ゆく先々での聖会後必ず癒しの祈りを受けました。日本に帰国した頃は痛みもなく、そ
れ以後、薬の必要がなくなりました！！ハレルヤ 聞き従うことによって素晴らしい癒しを体
験でき、信仰的にも非常に高められ良い経験をすることができました。
聞き従う人生を歩めますように 力を神様から頂きましょう！！

<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。
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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第1礼拝
第2礼拝
司会・賛美

特別賛美 第3礼拝

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

2/14 ノア大重牧師 さんび伝 G.G 恵伝

2020.1.31第2礼拝賛美：

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 ※＜ ＞

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 ※＜ ＞

Worship You  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

主よあなたに信頼します 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

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。当日は献金ができませんので、献金を希望される方は封筒にお入れく
ださい。★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。お祈りください。
★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。 1/31

あなたを愛します (風のひびき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


