「信仰のポイント…喜ぶ 祈る 感謝する」 「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
フィリピンのエディー牧師が召されました。彼はフィリピンのTLEA
の働きを支えておられ、孤児にも関わり大きく用いられていました。白馬キャンプ
にも来られ身近に感じている方も多いでしょう。元ギャングでしたが改心し牧師に
なられたのですが、彼の長女ジュリエッタ(高校生)は1989年のダバオ刑務所事件の
時にオーストラリアの宣教師ジャッキーハミル師と共に殉教してゆかれました。今
は天において長女とも会えて、素晴らしい安息を得ておられることでしょう！！時
が近付いています。(マタイ24:5～13)コロナ、熱海の土石流で発見されていない方
が10数名、ドイツベルギーでも洪水による被害。その中で開かれるオリンピック。
様々な問題があり、世の終わりに向かって更に聖書の預言が実際に起こっています。
問題困難が拡大し、ますます神の助けが必要となっている時に、白馬キャンプが
開かれるというのは非常に大きな意味合いがあります。聖霊を求めて神の力の表れ
を体験しましょう！神に立ち返る人を起こし、今生きて働いておられ、み名を呼ぶ
者に力を表して下さるお方である事を更に体験し、世界中に福音を宣べ伝える使命
を全うできるように主に力を求めましょう！この様な時にあちこちで虹を見たり癒
しが起こったり祈りが聞かれたり、神様の働きは豊かに確かに起こっています。癒
し開放救いのみわざが起こりますようにと祈りましょう！！教会の働きですから参
加される方も参加できない方にとっても大きな祝福の時となります！
大変な試練にあって、解決した後で振り返ってみると「こんな事なら、あんなに
大騒ぎしないでよかったのに！この様な問題があったからこそ今がある！」と思う
ことがないでしょうか！？良い事を感謝するのは簡単ですが、悪いと思える事を感
謝するのは難しく、落ち込んでいる人に感謝したらいいよ！と言うと怒られてしま
います。この悪いと思える事が益となるというのは“信仰”がなければ出来ない事です。
天に帰った時にそのすべては証明されるでしょう！！
なぜ感謝するのでしょうか。①十字架のあがないによって、信じる者の全ての罪
が赦され、義人の受ける祝福を受けられ、永遠の命を受けたから ⓶神様は私達を
愛しておられるので、悪いとみられる事がそれでは終わらず益となり祝福に変わる
からです。それは“信じ”信仰に立つ時に現れてきます。信仰のポイントは 喜ぶ
祈る 感謝する です。このみ言葉は再臨について書かれている(マタイ24章・ルカ
21章・Ⅰテサロニケ4,5章・Ⅱペテロ3章等)中で述べられています。いつ再臨が起こ
ろうとも(思いがけない日の思わぬ時間マタイ24:50)私達は聖く、兄弟愛をもって互
いに愛し合い、慎み深くあるように、そして「いつも喜び、絶えず祈りすべての事
を感謝して」目を覚まして主を待ち望んでゆきましょう！！
<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! 🎵

2021.7.18第2礼拝賛美：

奉仕者

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 ※＜ ＞

<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

MTC

恵伝

7/25

ノア大重牧師

恵伝

again

さんび伝

8/1

ノア大重牧師

さんび伝

賛美は直き
者～

恵伝

37、御名をほめよ
イエスのみ名をほめよ 勝利を取られた主に
すべての栄光が 帰されますように
声を合わせ歌おう 勝利を取られた主に
すべての国民が み名をあがめます
ハレルヤ ハレルヤ 主に感謝をささげよう
この町に この国に 賛美が溢れた

デボーション箇所
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第Ⅰペテロ3

7/22

第Ⅱペテロ2

ハレルヤ ハレルヤ 主を喜ぶことは力
喜び 踊れば 心も踊りだす

7/19

4

7/23

3

7/20

5

7/24

第Ⅰヨハネ1

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

7/21

第Ⅱペテロ1

7/25

2

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
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

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
★明日から始まる白馬キャンプは白馬で・オンラインの両方で行われます。
教会全体の働きです。祈り、全体に祝福が及びますように！決してクラス
ターにならないように完全なる守りと祝福ををお祈りください。
★8月のハイアットリージェンシー東京のカリスマ聖会 は8/1です。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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