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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! 🎵

<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

「この天地は滅びます。
しかし、わたしのことばは決して滅びることがありません。」

ルカ21:33
白馬スネルゴイキャンプが近づいてきて、そこで行われるクリスチャン・フィル

ムフェスティバルの応募作品を見ましたが本当に素晴らしいです。コロナで“stay
home”するようになり、一般的にもユーチューブ等ITを用いた関心が強まっていま
す。私たちの教会ではコロナ以前から神様がら語りかけがあった映像、IT、SNS、
AIなどの最新機器を用いた21世紀型の宣教が語られていましたが、具体的にそれら
が用いられ、賛美等あらゆる賜物が用いられ存分に発揮されています。是非ご覧く
ださい。
最近教会と住まいの大掃除をしています。不必要な物を捨てて、本当に必要な物

だけで機能的な快適な生活を！という動きが流行っていますが、我が家においても、
長年物は増える一方で整理ができないでいました。死ぬときは何も持ってゆくこと
ができないし、 災害の時、汗して働いて建てただろう家が、車がおもちゃのように
濁流に流されていった映像を観て本当に空しさを覚えました。必要な物だけを清潔
に整えてゆけばいいと改めて思う今日この頃です。
この天地は滅びます。またその前に私たちの命が尽きるかもしれません。本当に

必要な物って何でしょうか！？「しかし、どうしても必要なことはわずかです。い
や、一つだけです。マリヤはその良いほうを選んだのです。彼女からそれを取り上
げてはいけません。」ルカ10:42 一つの良い方というのは“神の言葉を聞く“とい
う事です。永遠に変わることがないのは神の言葉です。

26聖人が永遠への希望・天国への確信どころではなく、天国自体を手にしっかり
握っていましたと殉教聖会でリーダーの牧師が話しておられました。私たちも天国
をしっかり我が物と喜べるようにしましょう！
「天国ってこんな素晴らしい所で、死は怖くない！」未信者の方に宣べ伝えられま
すように。 私の父が肝臓ガンで亡くなりました。いのちが尽きる時、窓からサン
サンと光が差し、物凄い喜びがやってきました。天国の喜びを感じました。
罪をもっている人は天国に入る事ができません。罪を身代わりに背負って罰を受

けてくださったイエス、キリストが救い主と信じ、従う時に私たちは神の子として
天国に国籍を持つ事ができます。「わたしが道であり・真理であり・いのちなので
す。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありませ
ん。 」神様は今日も私たちに語り掛けておられます。耳を澄まして小さな声を聞い
てゆきましょう！！
シロアムにデボーション箇所を記載しています。それに合わせて毎日1章ずつ読

みましょう！デボーションというのは、英語で「献身」という意味ですが、神様の
御前に静まって聖書を読み、神の語りかけを聞くという時間です。

<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。
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。 http://astone-blog.jp/tleafrh/



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

2/14 ノア大重牧師 さんび伝 MTC 恵伝

2/21 ノア大重牧師 恵伝 again さんび伝

2/28 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き
者に～

恵伝

2020.2.14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 ※＜ ＞

絆 31番
※< きみが笑顔を取り戻すため 今何ができるだろうか
天への絆 取り戻すため 祈り続けよう 歌い続けよう >
1. 大切にしてたもの なくした その時から始まる 新しいストーリー
それはきみを悲しませる為じゃない 産みの苦しみの始めなら
産み出される喜びの日が来る だから顔上げ 光見上げて
また次のページをつづろう※< >
2、振り返りたくなる時もあるけど 前を向いて行こう 重荷をおろして
共に歩もう そのままの君でいい
神様は試練と共に 脱出の道を備えてくれる
だから大丈夫 勇気を出して 何にも恐れることはない※< >

Don’tWorry！ 55番
Don’t worry Don’t worry 思い煩わなくていい
Don’t worry Don’t worry 心配一切いらない
あなたを心配し 思い煩いを すべて引き受けてくれる方がいるから
Don’t worry Don’t worry 思い煩わなくていい
Don’t worry Don’t worry 思い煩いよ Bye Bye

お知らせ：
★ 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。お祈りください。
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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

デボーション箇所


