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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

「みこころにかなった願いを聞いてくださる神様」
第1ヨハネ5:14、15

私達が神様に祈れるということは大きな特権です。神様と私達の関係を親子に置
き換えて考えると分かりやすいです。子供は親に色々な要求をし、普通親ならそれ
を聞いてあげたいと思います。人間には限界がありますが、神様は無限の愛をもっ
て私達を愛しておられます。ですから罪以外ならどんなことでも祈ってよいので
す。
しかしそれが益になるかどうかわかりません。

今日のみ言葉は祈りにおいて最も大切なことが語られています。写真を撮る時、
焦点を合わせるということが大切であると同じように、私達の祈りにおいても「み
こころにかなう願い」に焦点を合わせることが大切だと言っています。神に願った
ことを神が聞いてくださると知れば「すでにかなえられたと知るのです。」とあり
ますから、まだ現実のものになっていなくても感謝して告白してゆきましょう！！

例えばキリストのようにきよく御霊の実(愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠
実、 柔和、自制)を実らせたい！栄化されたい！と思うような祈りは聞かれます。こ
の世においては罪との関わりの中で生き、罪と格闘し、罪から離れたいと思ってい
る人！ 自分の力で離れることは容易なことではありません。しかし祈るなら叶え
られてきます。それは御心だからです。「栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿
を変えられて行きます。」第Ⅱコリント3:18 これはまさに、御霊なる主の働きに
よるのです。

多くの祈りがあると思いますが、その為にみ言葉を頂き指示に従いましょう。そ
れは「受けたと信じる信仰」となり、“みこころにかなう願い“となりますから祈り
は聞かれてゆきます。 また「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そう
すれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。 」とあります。教会
に導かれていること(今なら白馬キャンプや教会で求められている祈り)を祈ることに
よって「それに加えてこれらのもの」すなわち“私達に必要な事柄“が与えられられ
てきます。何と素晴らしいことではありませんか！！

「何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださ
るということ、これこそ神に対する私たちの確信です。 私たちの願う事を神が聞い
てくださると知れば、神に願ったその事は、すでにかなえられたと知るのです。」
第1ヨハネ5:14、15
<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:
新型コロナウィルス感染症に対して変異ウィルスが拡 大する恐れがあります
ので、引き続き気を緩めないで対策を取って礼拝を行っています。
礼拝堂に入る前に①マスクの着用 ②アンコール消毒を必ずお願いします。
37.5度以上の発熱がある時は、オンライン礼拝への出席をお願い致します。
◎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

6/13 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

6/27 ノア大重牧師 恵伝
ワンボイス

～
さんび伝

2021.6.13第2礼拝賛美：

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

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

２９．主に栄光ささげて
とこしえに主の栄光たたえます あなたはわたしを愛してくださった
十字架の愛で われらの罪を贖いきよめた
赦しを与え 永遠の命与えてくださるから
※< 主に栄光ささげて あなたの御名たたえます 天を仰ぎ
あなたを拝します 永遠に主よ あなたをたたえます >
どこまでも深い あなたの愛は 全てを包んで 私の弱さもすべてを知って
愛してくださるから※< >

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 御心のままに 歩ませ給え
我身もたまも あなたに捧げ ついてゆきます我主
2、今も後も 変わることなく 注がれる恵み 満たされる心
天より響く 賛美と共に ついてゆきます我主
3、主わが命 主わが喜び 悲しめる時は 励まし与えて
誰より勝る 友となりたもう ついてゆきます我主

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
★雲の間にある虹・み声新聞を用いましょう！孤児院からニュースレターが
来ています。
★5月分の会計報告が受付に置いてあります。ご覧ください。
★7月のカリスマ聖会は7/4に行われます。
★風のひびき９集の募集を開始します。応募要領は東京アンテオケ教会のHP
★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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