「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
私達が神様の祝福を受ける前後にはサタンの試みがあることが多いです。
祝福を受けるのを妬んでサタンが私達の信仰を揺るがすのです。
私達に罪が残っていれば、その罪を土台にしてサタンは面白がるように
私達の心を揺さぶり、信仰を失わせようとします。
神の言葉があたかもなかったかのように見せて、人間の考え、判断、
見える状況が1番正しいかのように思わせるのです。
私たちに本当の信仰があるかどうかを試みられ、整えられる為です。
神の働きは私たちの信仰を用いてなされるからです。
以前私達は台湾に遣わされました。住居等生活に必要な環境が整い、
いよいよこれから働きが始まるという時にサタンの揺さぶりにあいました。
生活があまりにも貧しかったので、神様を批判する人たちからの
助け・誘惑に惑わされそうになりました。
「権力によらず、能力によらず、わたしの霊によって』
という御言葉とは異なる方法でした。
後にあの時はイエス様が公生涯入る前の荒野の誘惑・サタンの攻撃
だったと思います。
私達の弱い所をサタンはついてきます。”弁慶の泣き所”
怪力によって武名をあげた弁慶ですら泣いて痛がる弱点があるように
サタンは私達の弱点をついてきます。
自分の弱さを知る事は大切です 。ですから罪を言い表し、悔い改めて熱心に
祈り、神の言葉に従いましょう！
神様は罪を赦しすべての悪からきよめてくださり、罪を犯したことのない人の
受ける最高最善の祝福をくださいます。
「恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの
神だから。わたしはあなたを強め、あなたを助け、わたしの義の右の手で、
あなたを守る。 」イザヤ書41:10
<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! 🎵

2020.4.18第2礼拝賛美：
詩篇134
77番
さあ 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 仕える者達よ
聖所に向かって あなた方の手を上げ
主をほめたたえよ 天地を造られた主が
シオンからあなたを 祝福されるように
聖歌514番 光の高地に
1. 光の高地に たむろなせる 主のつわもの達 身を備えよ
谷間に隠れて すきをうかごう 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 いざかかげよ つるぎは聖書の 御言葉なり
昔の聖徒に ならい進め 彼らは墓にも 手を引かせぬ ※＜ ＞
3. 眠りむさぼりし 幕屋をいで
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
※＜ ＞
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 しゅろを取りて 主をたたえまつらん 声も高く※＜ ＞
フルーツの夢
14番
1. フルーツの夢を見た 大きな実をつけて
見たことない おどろくほど たくさんの実がなった
神様の働きがこれから大きくなる
※＜世界中にたくさんの実をみのらせてゆく
神様の栄光があらわされていく＞
2. 感謝の実 さんびの実 まだまだあるけれど
たくさんの実がなって 奇跡を見てゆくよ
神様の働きがこれから進んでゆく ※＜ ＞
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
天にあるものをおもい 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

Worship You
69番
あなたの御前に心注ぎだし
朝ごとに夕ごとにあなたをほめ歌う
ハレルヤハレルヤ あなたにささげます
賛美と誉れ 栄光力は とこしにえ主のもの
<奉仕者＞
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コロナ対策: 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
★4/29(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
オンラインでも参加できます。
★TLEA神学校は2021年前期授業が始まっ
ています。履修届は4/18日迄 通信制は1科目からでも受講できます。
★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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