「アブラハムの信仰」へブル11:17～19
アブラハムは“信仰の父“と呼ばれ、信仰の代表です。彼は人格的に優れているとか、
善い行いを沢山したかどうかは分かりませんが、彼のずば抜けている点は「信仰」で
す。創世記12～25章 ローマ書4章、へブル書11、12章等にアブラハムの記事が出
てきます。お読みください。
今日の箇所をみてゆきましょう。アブラハムがまだ一人の子供もいない時に、“空
の星のように子孫を与え、祝福する“という神様の約束を受けそれを信じていました。
長年かかりやっと子供イサクが生まれ、夫婦でどんなに喜んでいたことでしょう。こ
れで神の下さる約束にあずかることができる！！と思ったでしょう。 所がとんでも
ないことを神に語られるのです。「わたしがあなたに示す一つの山の上で、全焼のい
けにえとしてイサクをわたしにささげなさい。」 創世記22:2 今のように「捧げ
る」というのが神学校へ行かせるというようなものではなく、当時は刃物で殺して血
を流しいけにえとする事でしたので、これは一大事です！神様は彼を試されたのです。
私達もまた、なぜその様な事を神様が言われるのか？神様は愛ではないのか！？と、
私達の理解できないことを言われたり、しなければならない時があるかもしれません。
その様な時に私たちはどうするでしょうか？そんなことできるはずないと問題から逃
げたり、やっぱり神様はわたしを愛してはくれない、わたしの祈りは聞かれないと不
信仰を起こしてしまうでしょうか？ではアブラハムはどうしたのかを見てゆきましょ
う。アブラハムは神の言葉そのままを信じ従ったのです。アブラハムは「神には人を
死者の中からよみがえらせることもできる、と考えました。 」とありイサクを殺し
ても神様はよみがえらせてくださって、神様が語ってくださったように必ずイサクを
通して空の星のような数えきれない子孫が与えられ、繁栄し祝福されると信じたので
す。何という信頼！何という神への忠誠！驚くべき信仰です。
何年か前、ある賛美グループの方の為に祈るように神様に言われました。お会いし
た時に「何を祈ればいいですか？」とお聞きしたら、彼女が「“賛美することを捧げ
なさい。“と神様に言われたのです。」と話されたのです。教会ではこれから賛美が
特に用いられる！と語られている矢先に、自由に賛美できないなんて理解できない事
だったでしょう。しかし彼女は従順して「賛美すること」を主に捧げ、自分勝手に賛
美するのではなく、主に言われる通りに賛美するようになり、今本当に素晴らしい賛
美の器として神の栄光を表しておられます。
コロナ等疫病、地震、戦争、不法、、、を通して再臨が近いことが分かります。神
様は後の雨である聖霊を注ぎ、多くの魂の刈り取りをなさいます。奇蹟も沢山起こる
でしょう。そのような時に、神様は私たちの信仰をチェックしておられます。アブラ
ハムのように神の言葉をそのまま信じ従う信仰を求めてゆきましょう。神様は私達を
用いて素晴らしい栄光を与えてくださいます。
<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。

皆様のお手荷物・貴重品には十分にご注意ください。教会内での紛失や盗難などについては
一切責任を負えませんのでよろしくお願いします。
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! 🎵

2020.3.28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 ※

Jesus I love you 1番
１．時の流れに戸惑いながら 夏はおとずれ風も変わる 大切なもの
守り続けてうつりゆく景色を見ている たとえ全てが 崩れ去っても
決して変わらない愛がある 不確かな時代 乗り越える為
信ずべき言葉がある
＜新しい夢を探して 空にかかる虹目指して その声は届いている
いつもあなたを愛してる Jesus I love you and You love me
どんな時でも心の中に So I love you Yes You love me
希望は消えないから＞
２．力なくして立ち止まっても 弱さ覚えて泣きそうでも 背伸びしないで
頑張らないで やがて羽ばたける時がくる 愛される為 命を受けた
君は今愛されている 確かな言葉 握り続けよう 未来は輝いている

＜ くりかえし ＞

国籍は天にあり 24番
１．主イエスと共によみがえった 上にあるものを求め続けよう
そこには主が神の右に 座を占めておられる 地上のものを思わず
天にあるものを思い 栄光から栄光へと 主の似姿に変えられてゆく
２．キリストを知る 素晴らしさゆえ すべてのものはちりあくた
神の栄冠目指して進み 走り続けよう 国籍は天にあり
永遠の報い受ける 古きものは過ぎ去って 見よ全てが新しくなる

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

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は解除されましたが、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
★4/4(日)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。
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