「もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、
神は真実で正しい方ですから、
その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。」
第1ヨハネ1:9
埼玉カリスマ聖会が祝福のうちに終わりました。虹が現わされ、この教会
に、お一人お一人に神様のご計画が更に進んでいくように祈ります。皆さま
のお祈りとご協力を感謝いたします。コロナが終息するどころか、変異株が
激増し、混乱がさらに起こっています。コロナばかりではありません。私た
ちの周りには様々な問題があります。それはまさにみ声新聞(4/6号)BIBLE面
にある「光と闇」の戦いです。闇の中にいるなら1歩先も足を踏み出せず、立
ち所さえ見失ってしまいます。神様の前に罪を知り、それを言い表すなら、
その罪は赦され、光の世界に移されるのです。闇から光に移る為にイエス・
キリストが救い主として来られました。
み声新聞(4/6号)のBIBLEコーナーを見てみましょう。お父さんは死線をさ
まよっている時に死神を見たので、娘である筆者に祈りをお願いしたそうで
す。かつては熱心な偶像礼拝者でしたが、イエス様を救い主として信じてい
たので「光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。」ヨハネ
1:5と何度も宣言をした所、一つ一つ霊が消えて圧倒的な勝利が与えられたそ
うです。ハレルヤ！信仰を通して1度も罪を犯していない人=義人の受ける恵
みを頂けること、そしてきよめられ、イエス様に似た者と変えられてゆきま
す。
今回の聖会で語られたようにこの信仰によって出エジプト34:10「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」私達信じる者を通して
「恐るべき」素晴らしいことが起こることを語られました！！ 聖会の中で3
本の癒しの映像を観ました。その中の一つは、日本に10人という難病から癒
された証があり、聖霊の働きに感動してゴスペル「聖霊の泉」が与えられ、
賛美していました。いずれも人知を越えたキリストの愛、その広さ、長さ、
高さ、深さを教えられました。
多くの問題困難が許されてくる中で十字架を仰ぎ信じることによって、暗
闇から光へ、罵詈雑言から賛美へ私たちの人生は変えられてゆきます。家庭
が変わり、職場が変わり、地域が変わり国家が変わりその波紋は世界中に広
がってゆきます。
<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! 🎵

2020.4.11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 ※＜
＞
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
聖なる万軍の主
23番
主よあなたにほめ歌をささげます
主よあなたを礼拝します
聖なるかな 聖なるかな
万軍の主 栄光全地に満つ

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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第1コリント1

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
★Jゴスペル白馬賛美大会関東予選と「さいたまカリスマ聖会」は豊かに祝福
されました。祈りとご協力をありがとうございました。
★4/29(木)座・高円寺において“こころごすぺる”が開かれます。19:00開演
★TLEA神学校は2021年前期が始まります。履修届は4/18日迄です。よろし
くお願いいたします。
★夏の白馬キャンプは7/19(月)～7/22(木)です。祈り備えましょう。
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