「主は仰せられた。

～わたしがあなたとともに行うことは恐るべきものである。」
出エジプト 34:10
今回はコロナ禍の中、白馬でのスネルゴイキャンプが開らけなくなりました。
すでに予約していましたので、教会側は多大のキャンセル代を支払わなければなりませんでし
た。しかしホテル側やバス会社からキャンセル代￥0という知らせ、何という大きな愛を示し
てくださったことでしょう。教会ではコロナ禍よりずっと以前からインターネットの働きをす
すめるようにと語られ従順していた為、キャンプもスムースにオンラインに切り替えることが
できました。人知をはるかに越えた逆転劇が起こったわけです。「私は見た。見よ白い馬で
あった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を
得ようとして出て行った。」黙示録6:2 弓は遠くに飛ばすインターネットの働きであること
が再度語られ、これからますますITによる21世紀型の宣教方法が用いられることを教えられま
した。マーリン・キャロザーズ師がこれからの時代1人が100万人を主に導くという事が啓示さ
れたと語られた時に、自分には関係ないと思っていましたが、インターネットを通してそれは
可能になるのだと今回も語られました。
神様が私たちを選んで成そうとされていることは聖書の中の信仰の勇者モーセ、ダビデ、パ
ウロ達を通して成されたような “かつてなされたことのない恐るべきわざ“ であると語られ
ました。私たちは神の前に自分は何もできない事を何度も何度も知らされるにもかかわらず、
なおも自分に頼ろうとし、自分に基点を置いて考えてしまいます。それが問題のポイントです。
ではどうすればよいのかというと、神様の約束を信じる。神様の言葉に信頼し、神様が働いて
わざをなさるという事を信じることが大切であると語られました。大丈夫か？と不安な思いや
思い煩いが出てきますが、すべての問題の解決は全部聖書に書いてあります。〈すべては益に
なる 求めなさい 彼に信頼する者は、失望させられることがない。私たちは、私たちを愛し
てくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。
等々 〉その約束を信じ、不信仰を取り除くことが大切です。「恵みと信仰によって」神様は
私たちを用いて神の恐るべきわざを成そうとしておられることを信じてゆきましょう！！「し
かし神は～この世の愚かな者を選び、強い者をはずかしめるために、この世の弱い者を選ばれ
たのです。 」第１コリント１:27 「わたしを信じる者は、わたしの行なうわざを行ない、ま
たそれよりも更に大きなわざを行ないます。」ヨハネ14:12 何という事でしょう！！イエス
様がなさったよりも大いなることを私たちに任されるというのです。今回の白馬キャンプは今
までと様々な状態が変わってくる「さかい目」のキャンプであり、再臨が近づいている今、大
きな神様のわざが起こり始めています。
クリスチャン・フィルム・フェスティバルはプロ級の素晴らしい作品が数々あり感動を覚え
ました。1位になった作品は、実際に起こった事“アルコール依存症からの癒しと救い”という衝
撃的な証しでした。またザンビアの孤児院とフィリピンの殉教事件、どちらも実際に起こって
いるレポートです。また目立ったのは「細川ガラシャ」の映像が3つもあり、素晴らしい語り
かけがありました。キャンプが終わった後、孤児院の報告会があり、インターネットを通して、
現地のスタッフの方々の感動的な報告を聞くことができました。また子供たちの様子も知る事
ができ、神様の成そうとしておられる素晴らしい「孤児院の働き」を知る事ができました。
いよいよ私たちに与えられた使命を果たすことができますように！

<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! 🎵

2020.3.7第2礼拝賛美：
進もう！ 2番
喜びの声をあげ 賛美の声をあげよう 恐れず主を信じ 前に前に進もう
このままの力で 勝利の主が共におられる ここから進みます
勝利の主にハレルヤ

光の高地に

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

新聖歌458番

１．光の高地に たむろなせる 主の兵士(つわもの)たち 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 剣(つるぎ)は聖書の 御言葉なり
昔の聖徒に 倣(なら)い進め 彼らは墓にも 手を引かせぬ
信仰は勝利 信仰は勝利
信仰もて 世と悪魔に勝たん
３．眠りむさぼりし 幕屋を出(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(おび)
信仰は勝利 信仰は勝利 信仰もて 世と悪魔に勝たん
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 棕櫚(しゅろ)を取りて 主をたたえまつらん 声も高く
信仰は勝利 信仰は勝利 信仰もて 世と悪魔に勝たん

Stand Up

Worship You

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
※＜
＞

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

<奉仕者＞

第1礼拝

第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美

第3礼拝
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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
★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。
★4/4(日）白馬賛美大会関東予選が行われます。祈り・準備しましょう。
★ 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パウロ秋元牧師
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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