サタンを恐れるな
創世記3:1
もしこの世に神様だけがおられるなら、人間はどうなるでしょう？またもしサタンだけい
るなら？それは明白です。人間は罪にまみれて暗黒の中愛のない世界に引き込まれ、地獄に突
き落とされてしまいます。そこに愛が注がれ、救いがあります。神様は実在しますが、サタン
もいます。聖書の初め(創世記3章)から終わり(黙示録20章)まで、サタンは出てきます。ここで
は“蛇”と書かれていますが、サタンの事です。サタンはもともと天使でしたから神の言葉をよ
く知っているのです。しかし堕落し自分を拝ませて高慢になって、神の敵対者となりました。
神は言葉をもって、人間に愛を示し、贖いを教え、慰め励まして神のみ心を行えるように導き
助けますが、サタンはあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。」とある通り、人間
の弱みを知り、非常に巧みに人間に入り込んできて「神は、ほんとうに言われたのですか。 」
と人間に神の言葉を疑わせ、惑わせてきます。サタンは人間が神の栄光を表わすことが一番苦
手なのです。
しかし恐れることはありません。サタンは神の許しのもとにしか働けないこと、十字架のも
とで完全に敗北しているという事をいつも覚えていてください。私達に少しでも悔い改めてい
ない罪があるなら、そこを足場にサタンは働きます。自覚できる罪を悔い改め、気付かない罪
があるなら神に聞いてゆきましょう。殺す、盗むといった人道的法的に悪いことが罪と思って
いましたが、「求めよ」と言われていたのに求めていなかった多くの事柄があり、それは神に
対する不信仰の罪です。まだまだ気付いていない罪が沢山あるでしょう。聖霊様に教えていた
だきながら悔い改め、神と一つになってゆきましょう！！呪われているように感じたり、力が
失せたり、悔い改めたはずの罪がまた心を暗くする場合もあるでしょう。そこにサタンがいる
のです。「堅く信仰に立って、この悪魔に立ち向かい～」ましょう！！わたしは、おまえと女
との間に、また、お前の子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、お前の頭を砕き、おま
えは、彼のかかとにかみつく。」とあり、かかとをかまれた所が痛めば、サタンの力が強いと
勘違いしてしまいます。目を覚ましましょう！すでにサタンは打ち負かされているのです！！
またもしサタンが働くなら、そのことさえ益となってくることを信仰をもってとらえてゆきま
しょう！悔い改めたり、信仰の成長を促して、神は愛だから私達に益となること、最善しかな
さらないのですから恐れることはありません。信仰の対応をしてまいりましょう！！
マーリン師の授業をしておられるペテロ窪田牧師がみ声新聞に「風のひびき集第8集33番感
謝の詩」を引用して最悪が最高に変わってゆく恵みを語っておられます。「良いことがあった
から喜ぶのではなく、喜んでいるから良いこともある。良いことがあったから感謝するのでは
なく感謝し続けるから良いことがある」信仰の対応をして賛美と感謝をして、私達が最高の恵
みと祝福を受けることによって、多くの方々を慰め励ますことができるからです！！
サタンを恐れるな！！

<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! 🎵

2020.5.16第2礼拝賛美：
77．詩篇134
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
28．主イエスの愛
主イエスの愛 この瞬間も溢れている 主イエスの愛 私たちに注がれている
いつまでも残るもの この胸に抱きしめよう
この愛はすべてを包み この愛はすべてを癒す
主イエスの愛が今 注がれているから
この愛は消えることがない この愛を宣べ伝えてゆこう
計り知れることない 主イエスの愛を
47．恵みの雨
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
27．愛の光
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
69．Worship You
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
<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。
★ 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。
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