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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

イエスは「来なさい。」と言われた。
「主よ。助けてください。」にも答えてくださいます。

マタイ14:28～32

コロナ緊急事態宣言で収まるか！？どうかという時に、今度は地震。ひっきりなし
に様々な問題が発生してきます。主の助けと守りとはどんな事でしょうか。

ガリラヤ湖の上を歩いておられるイエス様を見て「あれは幽霊だ。」と弟子たちは
怯え恐ろしさのあまり叫び声を上げました。イエス様は「しっかりしなさい。
わたしだ。恐れることはない。」と言われたのですがペテロは言います。「もし、あ
なたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来い、とお命じになってください。」
ペテロらしいです。イエス様は「来なさい！」と言われました。 どんな場合でも神の
言葉を求めるというのは正しい選択です。神の言葉を聞いて信じ従うことが信仰です
から、ペテロはその単純な強い信仰ゆえに本当に水の上を歩いたのです。素晴らしい
ではありませんか！！

しかしそのまま歩ければよかったのですが、ここで彼は「風を見てこわくなり」と
あります。イエス様を真っ直ぐ見ている時、波の上を歩くという奇蹟を体験したペテ
ロですが、イエス様から目を離し、風を見、状況に振り回され恐れ不安になった時
「沈みかけたので叫びだし」助けを求めています。イエス様はすぐ手を伸ばして、彼
をつかんで言われました。「信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。 」いつも神の言葉に
目を向けしっかりと信仰に立てばいいのですが、あまりに色々な困難な問題が起こり、
恐れたり不安になったり疑ったりすることがあります。薄い信仰、疑いのある信仰だ
とイエス様に言われます。
罪を悔い改め、十字架にかかってくださった救い主イエス・キリストを信じるならす
べての罪が赦されています。これは一方的に与えられた恵みであり、無償の愛です。
信仰を持つ事により、1度も罪を犯したことのない義人が受ける恵みと同じ祝福を受
けられるのです。信じましょう！！
聖書は「律法と行い」「恵みと信仰」という2面性があります。私たちはイエス
キリストにより恵みと信仰の時代に生かされているとは幸いなことです。たとえ薄い
疑いのある信仰であっても、イエス様に助けを求め「主よ！助けてください。」 と言
えば必ず助けられるのです。そしてイエス様とペテロが舟に乗り移ったら「風がやん
だ」つまり問題の風、悩みの波は収まったのです。ハレルヤ！
神様から「来なさい！」と言われた事に従順になれますように。また、
助けてくださいの声に神様は必ず答えてくださいます。奇蹟はおきます。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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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

4/4 ノア大重牧師 恵伝 ワンボイス～ さんび伝

2020.3.21第2礼拝賛美：

詩篇134 77番
さぁ主をほめたたえよ 主のすべてのしもべたち
夜ごとに主の家でつかえるものたちよ
聖所に向かってあなたがたの手を上げ
主をほめたたえよ 天地をつくられた
主がシオンからあなたを祝福されるように

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

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
※

愛の光 27番
悲しみの中にいる時 あなたの声が聞こえる
悩みの中にいる時 あなたの声が聞こえる
私はあなたを愛してる 私はあなたを愛してる
優しい光が心に さしこむ喜びが溢れる
感謝が溢れる 私は愛されてる 私は愛されている

お知らせ
★4/4(日）4月のカリスマ聖会で、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。★TLEA神学校では、2021年度前期の入学生を
受け付けています。入学をご希望の方は、お知らせください。1科目から学ぶ聴講生も、
受け付けています。 3/21

主の恵みはとこしえまで 65番
主の恵みはとこしえまで 主の恵みはとこしえまで
主の恵みはとこしえまで 主をほめよ 主をほめよ
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