教会とは？

TLEA FRH

エペソ1:22、23

「教会」といえばどんなイメージを持ちますか？屋根に十字架が付いた建物、ス
テンドグラスなどを思い浮かべるかもしれません。教会とはギリシャ語でエクレシ
アといい神様に「呼び出された者」という意味で、イエス・キリストを信じた人々
の集まりを指しています。
クリスチャンになると、個人的に罪が赦され主からの恵みと祝福を受けますが、
それと同時に教会員の一員となります。教会の“かしら“はキリストであり、「いっさ
いのものをいっさいのものによって満たす方の満ちておられるところ」すなわち恵
みが満ちているところです。ですから教会にいるだけで恵まれるのです。(神の恵み
祝福は基本的には” 信仰”を通して受けるのですが)教会の祈りには力があります。
私たちが所属しているThe Light of Eternal Agape (永遠の、愛の恵みの光) の教
会はプロテスタント教会です。パウロ秋元牧師が開拓教会を始めるように導かれ、
1984年4月東京都国分寺市でスタートしました。神の主任牧会の教会としてスター
トし、神に聞き従うことが導かれ教会が日本中に建てられ、また海外宣教の働きが
開かれると語られました。2002年5月東京都杉並区に移動し、教会の名前は「東京
アンテオケ教会」となりました。(親教会) TLEAの教会は世界宣教を行い、また国内
に832の教会ができるというビジョンが与えられています。埼玉の私達の教会は
TLEA FRH教会はへブル書12:23の「天に登録されている長子たちの教会」です。
働きは個人的なものではなく教会のものです。世界宣教を行っている教会・賛美
の教会・いやしの教会・御霊の賜物を用いる教会・イスラエルに重荷がある教会・
リバイバルの示しを受け使命のある教会・女性が用いられる教会・IT・メディアを
用いる教会・世界の孤児たちを支援している教会 これらの働きは教会に使命が与
えられていますから行いやすいのです。教会を土台として次のような働きが立て上
げられ、働きが行われています。1985年主の十字架神学校 1989年聖所から流れ
出る水ミッション 1996年雲の間にある虹出版 1998年み声新聞社 2002年アス
トン株式会社（一つの石）2003年荒地に川ミュージック 2004年TLCCC映画ミッ
ション 2009年祈りのミッション 2014年The Vision
私達はキリストの肢体の一部として、神様から与えられた賜物を用い、委ねられ
た働きをしてキリストの体の働きを担ってゆきます(第1コリント12:27)が、お一人
お一人が何を成すべきかは、祈りの中でメッセージの中で聖霊の導きで知らされて
ゆきます。
「また、神は、いっさいのものをキリストの足の下に従わせ、いっさいのものの上
に立つかしらであるキリストを、教会にお与えになりました。 教会はキリストのか
らだであり、いっさいのものをいっさいのものによって満たす方の満ちておられる
ところです。」
<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/
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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! 🎵

2021.7.4第2礼拝賛美：
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※＜
＞
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
６４．恵みに生きる
１．まぶた閉じればはるか広がる 共に暮らした懐かし山よ
こごえる風も身を切る雨もただいとおし恵みなれば
※＜ 風よどうか忘れないないで決して変わらぬ愛に抱かれ
恵みに生まれ恵みに生きる ああこんなにも愛されている＞
２．雪の明日に大地まばゆく みなただ白く みなただ清く
光に満ちて 命輝く 始まりゆく新しき日よ ※＜
＞
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
あなたの御前に心注ぎだし 朝ごとに夕ごとにあなたをほめ歌う
ハレルヤハレルヤ あなたにささげます
賛美と誉れ 栄光力は とこしにえ主のもの

奉仕者
<奉仕者＞
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ヤコブ書1

コロナ対策:
◎新型コロナウイルス感染症の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。

お知らせ
★今晩は 17:00～GLTV その後カリスマセミナー＆聖会が行われます。お
祈りくださり、導かれた方はご参加ください。
★明日 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・秋元ヨハネ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を受けられます。祝福をお祈りくだ
さい。
★白馬キャンプは白馬で・オンラインの両方で行われます。お祈りください。
★8/14(土)14:00～16:00Ｊハウスにおいて埼玉のカリスマ聖会が持たれま
す。準備とお祈りを宜しくお願いいたします。
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