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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

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
白馬キャンプのクリスチャンフィルムフェスティバルで「細川ガラシャ」の映像

が3本もありました。戦国時代に信仰を守ることの厳しさ・これから迎える時代の
備えを神様が導いておられると感じました。同時代の「千利休」に関わる本を読ま
せて頂きました。その中で “茶室と天国が似ている・聖餐式と茶道の流儀の関係性”
など興味深く読みました。権力者の勘気に触れると簡単に命をも奪われていった時
代「からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはなりません。 」
マタイ10:28 この御言葉を思い出しました。
ー本題ー

本当に喜べるのは神様を絶対的に信じていなければできないことです。
「力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの避け所となる。」箴言14:26
「口だけでも感謝しましょう。」と今まで言ってきましたが、1段階上の信仰で、
本当に心から感謝するという事が大切なのです。
私たちに起こる事に納得できない事、困った事、耐えられない事等が起こった時で
も、それを「感謝して」受け取るなら、これはキリスト、イエスにあって神が私た
ちに望んでおられることです。しかしそれは私達にはできないことです。だからひ
たすら祈り、主から力を頂きましょう。 (もちろん悔い改めるべき事は悔い改めま
しょう。)祈った後は主に委ねましょう「あなたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ。
主が成し遂げてくださる。」詩篇37:5

ダニエルの時代、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムを包囲し、ダニエル
他3人の賢明な美しい少年をバビロンに連れて行きました。彼らは異教の地で、真
の神を証しするために送られたのですが、大変厳しい試練に出会います。ある時、
ネブカデネザル王が巨大な金の像を立て、これに礼拝しない者は火の炉に入れ焼か
れてしまうというお触れが出るのです。ユダヤ人の少年達(シャデラク・メシャク・
アベデネゴ)もこの偶像に礼拝するようにと迫られますが、彼等は答えます。「私た
ちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます」 ダニエル書
3:17 「 しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの
神々に仕えず、あなたが立てた金の像を拝むこともしません。」ダニエル書 3:18 
彼等ははどんな状況でも感謝をし主を恐れていました。このStoryから、どんな場
合も憤り・心の叫びを取り除き、心から感謝・賛美・祈りを続け今日の賛美のよう

に♪すべては必ず益となる 主に信頼して信じ続けよう主は素晴らしい事をなされ

る 主の愛 恵み受けて主の奇跡を見る♪ 少年達は火から取り出され、何の害も
なく焦げたニオイさえもつかず奇蹟を見、生ける神の証しをしました。今日のポイ
ントはすべてを心から感謝するという事です。アーメン！！

<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

2/21 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

3/7 ノア大重牧師 恵伝
ワンボイス

～
さんび伝

2020.2.21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 ※＜ ＞

新聖歌 458番
１．光の高地に たむろなせる 主のつわもの達 身を備えよ

谷間に隠れて すきをうかがう 悪魔の手下の 数は多し
※ <  信仰は勝利 信仰は勝利 信仰もて 世と悪魔に勝たん >

２．御旗は愛なり いざ掲げよ つるぎは聖書の 御言葉なり
昔の聖徒に ならい進め 彼らは墓にも 手を引かせぬ ※＜ ＞

３．眠りむさぼりし 幕屋をいで 武具に身を固め 敵地に行かん
救いのかぶとに 平和の靴 正義の胸当て 真理の帯 ※＜ ＞

４．勝つ者全てに 報いぞある 名前呼ばれなば 御前に出(いで)ん
白き衣着て しゅろを取りて 主をたたえまつらん 声も高く
※＜ ＞

永遠の希望 38番
真の希望は神の言葉にある 主の手にある約束の希望がある
永遠の天の希望 永遠の神の計画 永遠の天でまた会える
この上もない喜び

すべては必ず益になる 48番
いつも喜びもって 絶えず祈り続けよう
すべてのことについて 感謝を主にささげよう
すべては必ず益となる 主に信頼して信じ続けよう
主は素晴らしい事をなされる 主の愛 恵み 受けて
主の奇跡を見る

お知らせ：
★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。
★3月のカリスマ聖会は3/14 GLTV17:00～ セミナーカリスマ聖会17:30～ご参
加ください。
★ 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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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 栄光全地に満つ
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