「受けたと信じる祈り」
マルコ11:24

第1ヨハネ5:14、15

「みこころにかなう祈り」「受けたと信じる祈り」は非常に大切です。特に“聖化”と“リバ
イバル” の祈りについて考えてみましょう。イエス・キリストに似た者となりたい！罪から離
れて “聖化されたい“と思う祈り、願いは聞かれます。神の子となったら、ふさわしくキリス
トに似た者と変えられてゆくからです。御霊によって歩みましょう。
またリバイバルも御心の祈りです。一般でもよく聞くリバイバルという言葉ですが、教会で
は「信仰復興」の事を言っています。何に“復興”するのかといえば、ペンテコステにです。
イエス様が十字架上で死なれて3日目に復活され弟子たちや婦人たちに現れ、天の父のもと
に帰られる前「エルサレムを離れないで、わたしから聞いた父の約束を待ちなさい。 ヨハネ
は水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなたがたは聖霊のバプテスマを受けるからで
す。」 使徒1:4、5と言い残して天に昇ってゆかれました。約束通りヨエルの預言のように(使
徒2:17～21)ペテロをはじめ弟子たちに聖霊が下り、彼らは満たされ異言を語り始めました。
この時から終末時代が始まり聖霊時代が始まり教会ができ、しるしと不思議、解放と救いのみ
わざが起こり、多くの方々が教会に集まって悔い改め、救われ生ける神様のみわざを体験しま
した。これがペンテコステです。
このヨエルの預言は成就したのですが19、20節「また、わたしは、上は天に不思議なわざ
を示し、下は地にしるしを示す。それは、血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい
日が来る前に、太陽はやみとなり、月は血に変わる」はまだ成就していません。“輝かしい日
“というのは再臨の事、つまりこの預言はペンテコステの預言であると共に再臨の預言でもあ
るのです。イスラエルに初めの雨と終わりの雨があるように、ペンテコステの時の初めの雨で
聖霊を注がれ、再臨直前の後の雨で聖霊の注ぎかけがあり、共に御霊の賜物、特に預言が用い
られて、これから最後の大きな刈り取り、リバイバルが起こされ、すでに始まっています。
初めて教会に遣わされ、いつも聞かされていた言葉は「リバイバルと世界宣教」でした。
癒しを経験したり幻を見はじめ、生きて働く神様のみわざを体験し始めましたが、サタンの力
も知り、深い罪の悔い改めを通して祈祷院に導かれ、本格的に祈ることを学びました。聖霊を
求めて祈り、思いもかけなかった台湾宣教への道が開かれたのです。10年足らずで帰国しま
したが、TLEAという終末のリバイバルの働きのため使命を与えられた教会に導かれ、「世界
宣教とリバイバル」を実際行っているど真ん中に導かれました。いよいよこれから本番の時で
す。受けたと信じる信仰をもって聖霊を求めて聖化の為に、リバイバルの為に更に祈って神の
大いなる刈り取りの時を迎えましょう！！
「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。」「祈って求めるものは何でも、すで
に受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。」マルコ11:24

<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/

TLEA FRH
(天に登録されている長子たちの教会）
Church of the Firstborn who are Registered in Heaven
主任牧師：イエス・キリスト
ノア勝裕＆和子

Siloam

（シロアム：遣わされた者 ヨハネ９：７）

2021月6月20日

No.1160

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! 🎵

2021.6.20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＞

第1礼拝

第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美

第3礼拝
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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

7/4

ノア大重牧師

さんび伝

パラダイス

恵伝

５５．Don‘ｔ
Worry !
Don‘ｔ ｗorry
Don‘ｔ ｗorry
思い煩わなくていい
Don‘ｔ ｗorry
Don‘ｔ ｗorry
心配いっさい 要らない
あなたを心配し 思い煩いを
全て引き受けて くれる方がいるから
Don‘ｔ ｗorry
Don‘ｔ ｗorry
思い煩わなくていい
Don‘ｔ ｗorry
Don‘ｔ ｗorry
思い煩いよ Bye Bye
４８．すべては必ず益になる
いつも喜びもって 絶えず祈り続けよう
すべてのことについて 感謝を主に捧げよう
すべては必ず益となる
主に信頼して信じ続けよう
主は素晴らしい事をなされる
主の愛恵受けて 主の奇跡を見る
２０．あなたを信じます
神様の約束は真実 わたしの希望
望みえなくなっても 信頼し続ける
空の星をみて 彼が信じたように
わたしもあなたを信じます
数えきれないほどの奇跡を見るでしょう
６９．Worship You
あなたの御前に 心を注ぎだし
朝毎にゆう毎にあなたをほめ歌う
ハレルヤ ハレルヤ あなたに捧げます
賛美とほまれ 栄光力はとこしえに主のもの

デボーション箇所
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第Ⅱテモテ1
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ピレモン

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。
◎さいたま市はまん延防止等重点措置が延長されています。収束とワクチン
接種の為にお祈りください。

お知らせ
★夏の白馬キャンプは7/19(月)～7/22(木)です。お祈りください。導かれた
方は申し込みをしましょう。
★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
に載っています。
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