御霊に導かれて
ガラテヤ書5:25
先週はペンテコステでした。主イエス様が復活されて後40日にわたって弟子や婦
人たちに現れ、昇天されました。それから10日して(復活後50日目に)約束を信じて
祈っていた弟子や婦人たちの所に聖霊が下りました。これがペンテコステですが、
使徒の働き2章にその様子が載っています。ペンテコステで何が起こったのでしょう
か。多くの素晴らしいことが起こりましたが、特に①イエス様を信じる人に聖霊(御
霊)が与えられました。(聖霊の内住)
⓶この日から教会がスタートしました。
今回は①について語ります。聖霊の働きは私達の信仰の歩みにとって最も大切な
ポイントです。私達は聖化されキリストに似たものとなりたい！愛の人になりたい
と思いますが、中々なれないばかりか自分がどのような者かを知らされ、罪を教え
られます。TLEAというのは神の永遠の愛、光、恵み祝福を人々に与えることのでき
る教会ですが、私たち一人一人がそのような者になり、福音を伝えてゆく為には
「御霊によって歩み、御霊によって導かれ、御霊によって生きること」を進められ
ています。ペンテコステ以降、聖霊が私たちの中に内住されましたから、聖書を
日々読み祈り、思いにくる聖霊の導きをないがしろのせず捉え、従ってゆくなら決
して肉の欲望を満足させることはなく「不品行、汚れ、好色、 偶像礼拝、魔術、敵
意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、 ねたみ、酩酊、遊興、そういった
類の神の国を相続することのできないものではなく、御霊に導かれて「愛、喜び、
平安、寛容、親切、善意、誠実、 柔和、自制」 の御霊の実を結ぶことができます。
互いにいどみ合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないため「御霊に
よって生きるのなら、御霊に導かれて、進もうではありませんか。」
＊教会についてはまた後日お話をします。
今日の映像は、神の語りかけを聞いて、希望通りの車が与えられ、神の働きを教
会の人々と共に味わうことができた話、またパリで大切なパスポート、クレジット
カード、財布などを落とし、どこを探しても見つからなかったけど、感謝して祈っ
ている時に具体的な指示を受け、その通りにしたら、何の害もなく全部見つかった
という証です。我内に住まわれる聖霊様を大切にし、小さな語りかけでも聞いて祈
りが答えられ、実を豊かに結び、神の栄光を表してゆくことができますように！！

<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! 🎵

2021.5.30第2礼拝賛美：

奉仕者

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
主がシオンからあなたを 祝福されるように

天地を造られた

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
４６．ついてゆきますわが主
１．生きるも死ぬも ただ主のために
み心のままに歩ませたまえ わが身もたまも
あなたにささげ ついてゆきますわが主
２．今ものちも 変わる事なく そそがれる恵み
満たされる心 天より響く 賛美と共に
ついてゆきますわが主
３．主わが命 主わが喜び 悲しめる時は
励まし与えて 誰よりまさる
友となりたもう ついてゆきますわが主
２３．聖なる万軍の主
主よあなたに ほめ歌をささげます
聖なるかな 聖なるかな 万軍の主

主よあなたを 礼拝します
栄光全地に満つ
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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46番「ついてゆきます
我主」です。宜しくお願いいたします。
★ 6/6(日)カリスマ聖会前16:00～JゴスペルKids＆Ｕ21関東予選が行われます。
★『預言』パウロ秋元牧師著の本がドイツ語に翻訳され、出版されました。
すでに、チェコ語、ポーランド語訳が出版され、これからロシア語に翻訳された『預
言』の本が出版されていきます。神が語られた約束の言葉の成就が、次々に現わされ
てきています！
★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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