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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)

🎵God is working for my good , now , for my good , 
for my good , God is working for my good , Yes , You really are! 🎵

<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

「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、
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。」

ヨハネの手紙第一 1章9節

神様は私達を最高の愛をもって愛しておられます。しかし私達の中に罪
がある為、私達の生活に悩み苦しみ不安があり神の愛を遮っています。救
い主イエス・キリストが全部身代わりにその罪、咎、呪いを負って十字架
にかかって死んでくださり、3日目によみがえってくださいました。です
から私達が罪を認め、罪を神の御前に言い表すなら、その罪は完全に赦さ
れます。そしてすべての悪から私達はきよめられるのです。つまり1度も
罪を犯したことのない人の受ける恵みと祝福を受けることができるのです。
これを信じる信仰こそ世に打ち勝った勝利です。罪は赦されても、祝福を
受ける資格は私にはない！と多くの人は思います。しかし、この十字架を
信じる信仰を通して、最高の恵みと最善の人生を歩むことができるのです。
その具体例が聖書に載っています。

ダビデの事を考えてみましょう。彼は神を愛し、神も彼を愛してどこに
行っても勝利を表した勇者です。第Ⅱサムエル11章を見ると、ある時彼
は姦淫を行います。その罪がばれないように姦淫の相手の夫を戦場で殺す
ように命令します。何というひどいことでしょう。しかし預言者ナタンが
来てその罪を示した時に、彼は神のみ前にひれ伏し悔い改めます。罪を悔
い改めた後、姦淫の相手であるバテ・シェバと結婚し、彼女を通してソロ
モン王が誕生しています。神様の赦しと愛の深さ広さは図ることができま
せん！！
私達も過去がいかにあれ、今どのような状態であろうとも、罪を言い表

し悔い改めるなら、その罪は赦され、かえってそれさえ用いて、神はご自
身の素晴らしい神の愛のご計画を行われることを覚えてください。悔い改
め祈り、感謝し、聞き従うという「信仰の対応」をすることによって受け
られる祝福です。信仰を働かせましょう！！

<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/



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。
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<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美 第3礼拝

5/9 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き～

恵伝

5/16 ノア大重牧師 恵伝
ワンボイスマ

ス～ さんび伝

5/23 ノア大重牧師 さんび伝 パラダイス 恵伝

2020.5.9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

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 驚くほど 沢山の実がなった
神様の働きが これから大きくなる

※<世界中に沢山の実を 実らせてゆく 神様の栄光が あらわされてゆく>
２．感謝の実賛美の実 まだまだあるけれど

沢山の実がなって 奇蹟を見てゆくよ
神様の働きがこれから進んでゆく ※< >

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

お知らせ
★ 今日のYou Tube 配信は風のひびき第8集28番「主イエスの愛」です。宜
しくお願いいたします。
★礎の石孤児院から「定期総会のご案内」のメールが来ています。
各人に転送するようにという事ですが、よろしくお願いいたします。
★ 6/6(日)カリスマ聖会前にJゴスペルＫits＆Ｕ21関東予選が行われます。
★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。 5/9
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