「私達の誇りはなんでしょう 」
ピリピ3:7～9
皆様は何を誇りとしていますか？私は幼い頃何をしてもさえなくて自信がなくて、
家族や家柄や通学した学校を誇りにすればいいかなと考えていましたが、どうもしっ
くり行きません。イエス様に出会って、十字架を教えられ、年々深く十字架の恵みが
分かり「しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするもの
が決してあってはなりません～」ガラテヤ6:14 このみ言葉が少しずつ分かるように
なりました。
パウロは「私は～きっすいのヘブル人で、律法についてはパリサイ人、 その熱心は
～」と自己紹介をしています。両親は熱心なユダヤ教徒で、タルソで生まれエルサレ
ムで育てられました。金持ちで地位の高い父親は、パリサイ派の信奉者でもあり、彼
はユダヤ人なのにローマ市民権を持っていました。パリサイ派の律法教師ガマリエル
のもとで厳格な教育を受け、ヘブライ語とギリシャ語に精通し、ユダヤ教徒として超
エリートの人生を歩んでいました。そしてとても熱心なユダヤ教徒です。(熱心なユ
ダヤ教徒はイエスの弟子を迫害するのです。)誇りを持ち意気盛んでした。
しかしクリスチャンを捕らえにダマスコに行く途上、復活のイエス・キリストに出
会い、これらの誇るべき血統や経歴が無意味になってしまったと言っています。今ま
で価値を置いていたものがキリストを知った為に”ちりあくた”と思えるようになった
のです。私達はどうでしょうか？ずいぶん変わってきていると思います。イエス・キ
リストを知る事はそれほどに価値のあるものなのです。知れば知るほど奥が深く「あ
あ、神の知恵と知識との富は、何と底知れず深いことでしょう。」ローマ11:3
今
私たちの教会でよく歌われ今日も歌った「国籍は天にあり」の中で♪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♪と歌われています。神に愛され、神を
愛したダビデは詩篇の中でこう歌っています。「 神こそ、わが岩。わが救い。わが
やぐら。私は決して、ゆるがされない。」詩篇62:2「神はわれらの避け所、また力。
苦しむとき、そこにある助け。～万軍の主は我等と共におられる。ヤコブの神はわれ
らのとりでである。 」詩篇46
「神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくだ
さいました。」エペソ1:3「～あなたがたの心の目がはっきり見えるようになって、
神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのよ
うに栄光に富んだものか、 また、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く
神のすぐれた力がどのように偉大なものであるかを、あなたがたが知ることができま
すように。」エペソ1:17～19

<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! 🎵

2020.4.25第2礼拝賛美：
進もう！
2番
喜びの声をあげ 賛美の声をあげよう
恐れず主を信じ 前に前に進もう
このままの力で 勝利の主が共におられる
ここから進みます 勝利の主にハレルヤ
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 ※＜
＞
主に栄光ささげて
29番
とこしえに主の栄光たたえます
あなたはわたしを愛してくださった
十字架の愛で われらの罪を贖いきよめた
赦しを与え 永遠の命与えてくださるから
※< 主に栄光ささげて あなたの御名たたえます 天を仰ぎ
あなたを拝します 永遠に主よ あなたをたたえます >
どこまでも深い あなたの愛は 全てを包んで
私の弱さもすべてを知って 愛してくださるから※< >
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
天にあるものを想い 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

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
<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
★ 今 日 の YouTube 収 録 は 「 愛 の 光 」 で す 。 宜 し く お 願 い い た し ま す 。
★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。
★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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