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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

「何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる
ということ、これこそ神に対する私たちの確信です。 私たちの願う事を神が聞いて
くださると知れば、神に願ったその事は、すでにかなえられたと知るのです。」

第1ヨハネ5:14,15
今日は「祈り」について語りたいと思います。手紙の中で「ご健勝をお祈りします。」と書

いたりして皆が使う言葉ですネ。私たちの祈りは祈る対象が全知全能の父なる神様に、御子イ
エス・キリストを通して、聖霊によって祈るのです。祈りの入り口は「求めなさい。そうすれ
ば与えられます。」です。お腹が空くと泣き、おむつをかえて欲しいと泣き、調子が悪いと泣
く赤ちゃんに親がかまってくれるように主の名を呼ぶ者にお答えくださる神様です。

そして今日の個所はその次の段階です。「御心にかなう」願い＝祈りです。御心にかなうと
はどういう事でしょうか？聖書が御心です。祈りが聖書の内容と一致するかどうかを確かめま
しょう。聖書には神様のご性質が書かれてあります。愛のお方、義なる方、助け主、慰め励ま
してくださるお方。平安をくださり、知恵を与えてくださいます。人間が生きてゆく上で必要
なことがすべて書いてあるのです。聖書をよく読み、その中から私たちの問題に必要な言葉を
受け取りましょう。「 あなたの御言葉は、私の足のともしび、私の道の光です。」詩篇
119:105「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、誰
ひとり父のみもとに来ることはありません。」ヨハネ14:6「あなたがたに平安を残します。 」
ヨハネ14:27「神は愛だからです。」第1ヨハネ４:８「あなたの御言葉は真理です。 」ヨハネ
17:17「神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。 」第2コリント
1:4「あなたがたの中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は、だれにでも惜しげなく、とがめ
ることなくお与えになる神に願いなさい。」ヤコブ1:5「強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはな
らない。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとと
もにあるからである。 」ヨシュア1:9「あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行な
いなさい。」ルカ6:27等々

ある時コロナに感染したかもしれないと祈りを頼まれました。詩篇には「恐ろしい疫病から、
あなたを救い出される」詩篇91:3とあるので、十字架の血潮で罪赦され守られているからと福
音をお伝えし祈りました。陰性でした。ハレルヤ！！また祈りが自分の思うようにならなくて
も「すべてのことは益となる」「いつでも祈るべきであり、失望してはならない」とあります。
また忍耐して神の時を待つべきかもしれません。他に「彼に信頼する者は、失望させられるこ
とがない。」「彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。 」詩篇34:9 また「神の国とそ
の義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられ
ます。」順番があるのです。私はなくしものがあり見つからないので感謝したのですが、どう
しても出てきませんでした。ある時主に示されていることをした時、何気なく見た手提げにな
くしたものが入っていたのです。ハレルヤ！執り成しの祈りによって神の栄光を見ることがで
きることがみ声新聞(3/13号)のがんの癒しにみることができます。是非お読みください。

また祈る時、もし自分の罪が示されたら十字架を見上げて悔い改めることが大切です。「神
へのいけにえは、砕かれた霊。砕かれた、悔いた心。神よ。あなたは、それをさげすまれませ
ん。 」詩篇51:17 御心の祈りは聞いてくださるので、答えはあるのです。まだ聞かれて
いないなら、神の言葉に焦点を当てましょう！御心の祈りは聞かれるのです。ですから私たち
は神様に感謝と賛美を捧げてゆきましょう。揺るがされることがあるかもしれませんが、告白
して更に信仰の歩みを堅くして行きましょう!

1. <信仰告白> ハレルヤイエス様に愛されていますから！
2. ①私の家族親族は全員救われます。祈り伝道しますから。
3. ②日本にも世界中にもリバイバルが始まっています。
4. ③私も用いられます。 ④すべての問題は解決されます。
5. ⑤すること成すことみな成功します。

6. 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

3/14 ノア大重牧師 さんび伝 ワンボイス 恵伝

3/21 ノア大重牧師 恵伝 パラダイス さんび伝

3/28 ノア大重牧師 さんび伝 G.G 恵伝

2020.3.14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 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

主よあなたに信頼します 36番
主よ あなたに信頼します
とこしえにとこしえにあなたを見上げて
主よ あなたは今良いことをなされますから
ゆだね今祈る

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17:45～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。★夏の白馬
キャンプは7/19(月)～7/22(木)です。★笹沼さんが、今日15pm～19pmの時間帯で、
TOEFLの試験を受けます。＊85以上のスコアがとれるように。これは、主の戦いです

ので、主が栄光を表されるように。 3/14

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

デボーション箇所


