「これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れるこ
とはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留
者であることを告白していたのです。」へブル11:13
「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5:4
♪賛美♪ 国籍は天にあり(風のひびき第8集 24番) 裏に載っています。
ただひとり あなただけ(やすらぎ第1集 26番)
ただひとりあなただけ 礼拝しあがめます すべて主にささげます わが命 あなたのもの
天の窓を開いて(風のひびき第5集 9番)
主よ私は今日もあなたのことを想いながら 私の目を私の心を天に向けて祈ります 天の窓
を開いて すべての良きもので満たし 天の喜びが この地にも溢れますように
ほめたたえる神、主よ(風のひびき第8集 5番)
ほめたたえる神主よ あなたの恵み深く注がれ 我内には喜びの泉が湧いています この地
上での悲しみは 喜びにかわる 天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる
いのちの限り喜び仕え 賛美捧げ歩みます
天の故郷(やすらぎ第7集 26番)
1、天にあこがれて よろこび仕えます どんな住まいより さらにすぐれた故郷
天にあるエルサレム 変わらないエルサレム 天の故郷目指しながら
ほめ歌え ほめ歌え主に 2、天にあこがれて喜び仕えます どんな住まいよりさらにすぐれ
た故郷 天にある主の王座 変わらない主の報い 目の涙拭い去ってほめ歌えほめ歌え主に

例年のように2月5日、西坂の丘で持たれた殉教聖会の様子はオンラインで放映さ
れました。これは歴史的区切りの聖会であり、また私たちの区切りでもあると語ら
れました。(コロナを通して大きく時代は変化し、再臨に近づいています。)本当に
大切なことをこの人生で成しているのか！？と問われ、いよいよそれを成す時が来
ていると語られた重要な聖会でした。み声新聞(2月6日号)にその様子が載っていま
す。是非ご覧ください。また26聖人に関わる殉教のアニメなどのYouTubeを含めて
あの人この人に連絡し見ていただいたのですが、嬉しい証しがいくつもありまし
た。「聖会で共に礼拝しています。有難うございます！！」この後恵みを受けて病
人の所に訪問に行かれました。「少年ルドビゴ茨木とトマス小崎の動画を観ました
❗️こんなに純真なまっすぐな信仰を持った少年が殉教したんですね。視覚で観る方
が入ってきます。😊✨とても素晴らしいです。感謝します。悔い改めと永遠への
希望を改めて思わされました。～❣️🌈✨「ひとりの罪人が悔い改めるなら、神の御
使いたちに喜びがわき起こるのです。」ルカ15:10
この聖会を導いてくださる
神様！その主人公である26聖人！彼らの信仰に学び励まされ、陰にあって地道な祈
りと準備をしてくださったスタッフと皆様！それぞれ役割を果たしこの素晴らしい
聖会が持たれたことを心から感謝します。「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」ハレルヤ！！
<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。
http://astone-blog.jp/tleafrh/
⑥私の周りには更に奇蹟が起こります。

TLEA FRH
(天に登録されている長子たちの教会）
Church of the Firstborn who are Registered in Heaven
主任牧師：イエス・キリスト
ノア勝裕＆和子
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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! 🎵

2020.2.7第2礼拝賛美：
詩篇134
77番
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
国籍は天にあり
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
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 ※＜
＞
主の恵みはとこしえまで
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 (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
<奉仕者
＞
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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。

お知らせ：
★今晩ハイアットリージェンシー東京 地下1F宴会場において17:00～ GLTV
17:45～カリスマ聖会が持たれます。オンラインでも参加できます。
★ 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。
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