赦し
ルカ17:3、4
クリスチャンにとって「赦し」はとても重要な問題です。
なぜ赦さないといけないのか！？それは
①私達が赦されているからです。イエス・キリストが私達の罪の身代わりに罰を受
け、十字架に掛って死なれ、3日目によみがえって贖いを完成されたからです。
⓶私達が他人からどんな大きな害を受けても「すべてを感謝しなさい」と言われて
いるので、神様の愛の中でその害が害で終わらず、益と変えられてゆくからです。
もし私達が赦さないなら「赦しなさい。」と言われている神からの恵みが届きま
せん。祈りが聞かれず、霊的な恵みが留められてしまいます。
今日の聖書個所では「罪を犯している兄弟を戒め、悔い改めれば赦しなさい。1日
に7度」とありますが、それは回数を言っているのではなく何度でも！という意味で、
そのたびに赦しなさいという事です。
私たちの教会でいつも預言の働きをしてくださるパウロ牧師の奥様は長い間ひど
いうつ病でしたが、お母さんを赦すことによって、解放され癒されるばかりか、賜
物がひらかれて素晴らしい預言の働きをするようになられました。ハレルヤ！！
ペテロはイエス様が捕らえられた時に「知らない。」と3度もイエス様を否定しま
したが、深い悔い改めをなして「赦し」を体験しました。ペンテコステの時に聖霊
に満たされ、1日に3000人救われるような説教をし神の栄光を表しました。
聖書の中から「赦し」のみ言葉を見てゆきましょう。「あわれみと赦しとは、私
達の神、主のものです。 」ダニエル書9:9 「もし人の罪を赦すなら、あなたがた
の天の父もあなたがたを赦してくださいます。 しかし、人を赦さないなら、あなた
がたの父もあなたがたの罪をお赦しになりません。 」マタイ6:14、15「お互いに親
切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださっ
たように、互いに赦し合いなさい。 」エペソ4:32 「互いに忍び合い、だれかがほ
かの人に不満を抱くことがあっても、互いに赦し合いなさい。主があなたがたを赦
してくださったように、あなたがたもそうしなさい。 」コロサイ3:13
イエス様は十字架につけられた時祈られました。「父よ。彼らをお赦しください。
彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」 ルカ23:34 殉教していっ
たステパノも、26聖人もそうでした。敵を赦し愛し祈られたイエス・キリストに私
達もまた赦され愛されているのです。

<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! 🎵

2020.5.23第2礼拝賛美：

奉仕者

2．進もう！
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

<奉仕者＞
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ノア大重牧師

さんび伝

パラダイス

恵伝

5/30

ノア大重牧師

恵伝

G・G

さんび伝

6/6

ノア大重牧師

さんび伝

MTC

恵伝

22．イエスの十字架の血潮によって
※＜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 ※＜ ＞
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
36．主よあなたに信頼します
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 成されますから ゆだね 今祈る
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
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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、ワクチン接種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47番「恵みの雨」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Kids＆Ｕ21関東予選が行われます。
★鹿児島教会のジェームス高原牧師の按手の為にお祈りください。
★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。
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