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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

「主の御声に聞き従う」
第1サムエル記15:22

+
私たちは創造者によって造られました。造られたからにはその目的があります。

日本のこの世代に生まれ育っていること、また自分で選んだわけではないですが男
性として女性として生まれてきました。それ等の諸事情を感謝して受け、その中に
意味があり目的がある事を知るのはとても大切なことです。

今日の聖書個所「するとサムエルは言った。「主は主の御声に聞き従うことほど
に、全焼のいけにえや、その他のいけにえを喜ばれるだろうか。見よ。聞き従うこ
とは、いけにえにまさり、耳を傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。」は私たちの
教会で最もよく語られている箇所の一つです。預言者サムエルがイスラエルの初代
の王サウルに向かって、「主は私を遣わして、あなたに油をそそぎ、その民イスラ
エルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさい。～『わたしは、イスラエ
ルがエジプトから上ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。 今、
行って、アマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。」そこでサウルはアマレ
クに行くのですが、9節には「～もっともよいものを惜しみ、つまらない値打ちのな
いものだけを聖絶した。」とあり、これに対してサムエルが「あなたはなぜ、主の
御声に聞き従わず、分捕り物に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。」
と言って語られた言葉です。

神様は私達を本当に愛しておられます。人生において成すべきこと、描くべき夢
つまり生きてゆく“使命”を発見してよい人生を歩みたいものです。神様は私達を創
造した目的があり、神ご自身のご計画があります。「主の御声に聞き従う」人生こ
そ最も尊い祝福された道です。従うことを通して主の栄光を見ることが出来ます。
しかしこれは自分の力ではできません。「神のみ心を行えますように！」と祈って
主に信頼すれば、間違った時には正し、手を伸べて助けを与えてくださり、My
storyではなく His story つまりHistoryの中を歩むことが出来ます。聞き従って、
神の導く愛の人生を歩んでほしいと神様は願っておられます。

<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/



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。
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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

6/6 ノア大重牧師 さんび伝 MTC 恵伝

6/13 ノア大重牧師 恵伝 again さんび伝

6/20 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き

～
恵伝

2021.6.6第2礼拝賛美：

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 ※＜ ＞

９．Stand Up
今過去未来どんな時でも あなたをしばるものは何もない
神の愛と変わらない約束 あなたにそそがれ満たされてく
※＜ Stand up立ち上がり進み歩き Stand up過去は振り返らず
前だけを見て希望にあふれてる
Stand upあなたは一人じゃない Stand upあなたは愛されてる
どんな時でも神の愛は変わる事ない ＞
どんなに辛い過去も 不安な未来だって 誰かと比べたりしないで
あなただけの確かな道があるーーー
Stand up 立ち上がり進み歩き Stand up過去は振り返らず
前だけを見て希望にあふれてる※＜ ＞

２４．国籍は天にあり
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 天にあるものを思い
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

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

６５．主の恵みはとこしえまで
< 主の恵みはとこしえまで > ×3
< 主をほめよ >×2

お知らせ ★ 今晩16:00～JゴスペルKids＆Ｕ21関東予選 その後カリスマ聖

会が行われます。
★『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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