「喜んでいますか？祈っていますか？すべてを感謝していますか？」
第1テサロニケ5:16～18

神様は私たち一人一人を命かけて心から愛しておられます。問題や困難が多く、
喜べない、祈れない、すべてに感謝できないことがあるかもしれません。しかし聖
書を読むと、神様のとてつもない程の大きな愛が書かれています。
ラハブは売
春婦であったにもかかわらず信仰によって、キリストの家系に入れられたという最
も光栄な人生を歩みました。(ヨシュア2 マタイ1:5 へブル11:31)
マナセ王
は、主の宮に偶像の祭壇を作ったり、自分の子供に火の中をくぐらせ、まじないを
し、預言者イザヤをのこぎりで殺害し、主の目の前に悪を行いユダ王国を滅亡さる
という悪い王でした。(第Ⅱ列王記21:1～)しかし彼は苦境に陥った時、悔い改めて
祈り赦されたのです(第Ⅱ歴代33:12、13)ラハブやマナセに共通していることは悔
い改めて祈り、神を恐れ、神に希望と信仰を持ったことでしょう。
神は人間をエデンの園に置かれ幸せに暮らせるように創造されました。しかしそ
こに狡猾な蛇がやってきてエバをだましました。神に「これだけは食べてはならな
い。」と言われていた善悪の知識の木の実を食べたことによって罪が入り、神が人
間に下さった平安、恵み、祝福が取り去られ悩み、不安、病い、死、呪いの人生と
なりました。神はイエス・キリストを救い主として遣わしてくださいました。私達
が悔い改め、信仰をもって十字架のイエス・キリストを仰ぐ時、全ての罪は赦され、
1度も罪を犯していない義人の与えられる祝福を受けることができます。祈りが聞
かれ、病いは癒され、平安が与えられ、神にとって解決できない問題はありません。
最善最高の人生が導かれます。だから、いつも喜んでいましょう！神から目を離さ
ないで絶えず祈ってその恵みを受け取りましょう！どのような状況の中でも、神様
は全てを益に変えてくださり、神様の愛を表してくださいます。だから全ての事を
感謝しましょう。これを信じるのが信仰です。悔い改めと十字架がポイントです。
この度鹿児島の牧師になられる高原さんは、FRH教会で長い間共に教会生活をし
てきましたが、家族内に考えられないような問題が次々にありましたが、教会の祈
りによっていつも喜び、絶えず祈り、すべての事を感謝することによって、一つ一
つに勝利されて、ついに牧師となることができました。ハレルヤ！ 神様の愛は計
り知れない赦しの愛であり、私達を生かす愛です。神様に希望を持ちましょう！
さらにしるし、不思議、奇蹟を体験し、悲しみの果てに、絶望のかなたにたたずん
でおられる方々にこの十字架の愛を伝えてゆきましょう！！
<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! 🎵

2020.5.2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
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
恵みの雨
47番
１．天から雨が地に落ちて やがて川となり
大河となって 力強いその流れが 乾いた地を潤すように
さまよう羊を憐れみ そのみ手を伸ばしてください
乾いた心を潤す 主の愛で満たしてください
恵みの雨が降り注ぎ 大いなる収穫が始まる
主よ この国を顧みて救い出してください
２．聖霊の風のひびきが やがてすさまじく この地に吹いて
そのとどろきが 人々に神の言葉を告げ知らせる
救われし者が手を上げ 主をあがめ 賛美を捧げる
その声は天まで届き 主の栄光 満ち溢れてゆく
恵みの雨が降り注ぎ 大いなる収穫が始まる
再び来られる 王の王 主イエスよ 来てください
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 感謝を主に捧げよう
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
主の愛恵受けて 主の奇跡を見る

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
★高原さんが鹿児島の牧師となります。今後のお働きの為にお祈りください。
★今晩は17:00より新宿のハイアットリージェンシー東京 地下1F宴会場で
GLTVその後カリスマ聖会が持たれます。祈りご参加ください
★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。
★ MIKOE NEWS １周年特別キャンペーンを実施 詳しくはお問い合わせく
ださい。
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