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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

「 God is Working for My Good! 」

東京アンテオケ教会にある“Today’s Gospel“で懐かしい歌が聞こえてきました。
上の歌詞の歌で、マーリン・キャロザーズ師を思い出します。彼は「神さまはいつ
も、汚いドブ穴に落ち込んだ私達をなんとか助け出したいと、その方法を探し求め
ていらっしゃることがわかります。～人は、一日中ぶつぶつ不平を言う理由をいく
らでも見つけ出せます。そして、そのたびに思うのです。「問題ないんだよ。不平
を言って当たり前なんだから！～でも、そんな時、私たちは足元の土をほんの少し
ずつ掻きだしているのです。そして、やがて自分がそこへ沈みこんで行くことにな
ります。そうこうする内に、私たちは不平不満をつぶやくことのエキスパートにな
り、今度は、シャベルを持ち出してドブを掘るようになります。ついには、私の人
生は本当に不幸せだと思うようになってしまいます。人はそれぞれ、他人がこうす
るから自分は不幸せなんだというものを持っています。サタンが用いて、その人を
不幸せにすることができるものをなにか、自分の内に持っているのです。しかし、
神さまが人に求めておられるのは、たとえ自分の身になにが起きても、そのことに
よって幸せな人間になれる秘訣を学ぶことです。」と語っています。
これは簡単なことではありませんが、その人の堀ったドブの深さと、賛美へのみ

言葉をどれほど学んできたかによると言っています。ダビデのように「私はいつも、
私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。」詩篇
16:8 God is Working for My Good! 神さまがすべてのことを、私たちの益にし
てくださっています。神様は私達に益になるように働いてくださると喜び、すべて
の事を感謝することを通して、神様があがめられ、神様は実際良いことを成してく
ださることを体験できるでしょう。そしてそれを告げ知らせましょう。その為に私
たちは生かされているのですから。「 主に感謝して、御名を呼び求めよ。そのみわ
ざを国々の民の中に知らせよ。 」詩篇105:1

「いつも喜んでいなさい。 絶えず祈りなさい。
すべての事について、感謝しなさい。
これが、キリスト・イエスにあって
神があなたがたに望んでおられることです。 」第1テサロニケ5:16～18

<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:
◎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。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、礼拝出席を控えていただき、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
設置しておりますのでご利用ください。出席中に気分が優れない、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
を出来る限り保っていただくようご協力をお願いいたします。礼拝に出席さ
れる際には、各自にても感染予防対策をお願いいたします。
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7/11 ノア大重牧師 恵伝 G・G さんび伝

2021.6.27第2礼拝賛美：

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 天地を造られた
主がシオンからあなたを 祝福されるように

６２．天に宝
１．この地上では旅人であり 天に目を向け歩み続けよう
あなたの祈りつかえる心 主は覚えておられる
感謝をもって心をこめて 主にささげた贈り物
隠れた場所で見ておられる 主が報いてくださる
※＜天に宝積めるものは喜びと希望に満ち
雨のようにあふれる恵み 祝福が注がれてく＞

２．一つ一つの奉仕には それぞれの役割がある
目だったことも隠れたことも 主は知っておられる
感謝の祈り喜びの声 ささげて生きる命の限り
歌いつづけよう ただ主の前に 主は生きておられる ※＜ ＞

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

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

２３．聖なる万軍の主
主よあなたに ほめ歌をささげます 主よあなたを 礼拝します
聖なるかな 聖なるかな 万軍の主 栄光全地に満つ

お知らせ
★7月のカリスマ聖会は7/4 17:00～GLTV その後カリスマセミナー＆聖会
が行われます。導かれた方はご参加ください。お祈りください。
★7/5 昼は宮崎教会 夜は鹿児島教会でパウロ秋元牧師・イザヤ木原牧師・
イスラエル小須田牧師による聖会があります。高原さんは鹿児島教会の聖会
で牧師としての按手礼が行われます。お祈りください。
★白馬キャンプは白馬においてとインターネット両方で行われます。申し込
みをしましょう。(登録費大人一人￥5000 宿泊費4人1部屋プレ大人一人
￥ 29100 本キャンプ4人1部屋￥19100) 6/27
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