まことに、あなたがたに告げます。だれでも、この山に向かって、『動いて、海
にはいれ。』と言って、心の中で疑わず、ただ、自分の言ったとおりになると信じ
るなら、そのとおりになります。 だからあなたがたに言うのです。祈って求めるも
のは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。
マルコ11:23、24
イスラエル移住の用意をされている笹沼さんが、雲の間にある虹誌に「聖地イスラエルの
そよ風」と題して寄稿しておられます。3月号に第1回目の過ぎ越しの祭り特にその食事につ
いて記してあります。 (“最後の晩餐“として知られています。)
イスラエルの3大祭りは春の過越し祭（ペサハ）、夏の七週の祭り（シャブオット）、秋の
仮庵の祭り（スコット）です。この他にも2月25日の夕方から26日にかけて“プリムの祭り
“というのがあります(年によって違いますが今年はこの日) ユダヤ人はあちこちに離散して
異国の支配者の元に暮らして来ましたが、紀元前5世紀、当時の大帝国ペルシアに住むユダヤ
人があわや民族絶滅の危機にあったのですが、モルデカイとエステルの機転と祈りで逆転劇
が起こり奇跡的な勝利が与えられたのです。それを物語るのが旧約聖書のエステル記で、そ
れを記念する祭りです。

今日のみ言葉ですが、誰でも～“心の中で疑わず“という事は不可能です。私達は
肉なる者で心の中には疑いがいっぱいあるからです。しかし神様に祈って言葉をく
ださったなら、疑いや迷いがあっても受けたと信じて告白してゆきましょう！ 「自
分の言ったとおりになると信じるなら」とあります。告白することによって「祈っ
て求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりにな
ります。 」

ノア牧師が1昨年救急搬送された時、敗血症と肺炎で炎症値が驚くほど高く、
「延命処置をしてもパーフォーマンスでしかありませんよ」とドクターに言われま
した。しかし皆様の祈りに支えられ、私たち家族も祈りましたが、み言葉が与えら
れました。詩篇41:3「主は病の床で彼をささえられる。 」病院側はもう自宅に帰
ることはできませんと、入院できる医療施設を紹介してくださったのですが、本人
も私たちも告白し続け、告白通りに思いがけないほど早く退院できました。今はそ
の時と比べてとても元気です。ハレルヤ！自分や家族、友人知人祈りの負担を持つ
事に関して、私たちは祈り、神の言葉を受けそれを告白し続けましょう！
これからがいよいよ本格的に大きな神様の働きが起こってくるでしょう。多くの
祈りがささげられ、とりなしもこれまで以上に求められ、私たちの信仰が試されて
ゆくでしょう。「私たちの信仰これこそが世に打ち勝った勝利です。」とありま
す 神様からの約束を告白し、多くの神様の約束の成就を見てゆきましょう！！

<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。
http://astone-blog.jp/tleafrh/
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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! 🎵

2020.2.28第2礼拝賛美：
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 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
※＜
＞
Don’t Worry！～思い煩いよ、Bye Bye！
55番
Don’t Worry Don’t Worry 思い煩わなくていい
Don’t Worry Don’t Worry 心配いっさいいらない
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
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
主の奇蹟を見る
Ask Seek And You Will Find
8番
Ask and it will be given to you Seek you will find
Knock and the door will be opened to you
For everyone who asks receives
the one who seeks finds
to the one who knocks the door will be opened
Ask seek and you will find God has for our lives
求め続けよ 探し続けよ たたき続けよ
そうすれば 誰であっても受ける事ができ
見つけ出し 道は開かれゆく

Worship You
69番
あなたの御前に 心を注ぎだし
朝毎にゆう毎にあなたをほめ歌う
ハレルヤ ハレルヤ あなたに捧げます
賛美とほまれ 栄光力はとこしえに主のもの

<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

★白馬スネルゴイキャンプはコロナ感染防止の為に中止になりました。
インターネッで配信されます。登録費1人￥5000東京アンテオケ教会んホームペー
ジから申し込みができます。
★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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