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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

「み心にかなう願いを聞いてくださる神様」

コロナ問題を抱え様々な判断や気遣いの中にオリンピックが行われ、私達の人生
の縮図を見ているように感じる場面が多々あります。また異常気象(7月中旬ドイツ
の大雨、ベルギーの大きな洪水、中国で1000年に一度の洪水で地下鉄車両内の浸水、
イギリスでも猛暑警報、アメリカ西部、南米ブラジルで今までにない干ばつ等終わ
りの時のしるし…み声新聞7/30)等問題が多発しています。バイブルによるとこれか
らもっと多くの問題困難が起こると預言されていますが、このような中で人々は救
いを求め、今迄にない神様の素晴らしい働きも起ってきます。

白馬キャンプで何が成されたのでしょう。私達は復活のイエス・キリストの証人
として聖霊を注がれ力を受け、神に触れ、いかに神様に愛されているかをじかに味
わいました。信仰を持つ時に祈りが聞かれ、癒しと解放、奇蹟と救いが起こる実例
を沢山見せられました。特に賛美を捧げたり、聞いたりする中で神の素晴らしい御
臨在に触れました。また宣教師や牧師方の証しメッセージ、パウロ牧師も直らない
と言われているパーキンソン病がどんどん癒されとても励まされました。信仰を
もって祈り、感謝し、聞き従うことで神様の働きを見られます。

“み心の祈り”を神様は聞いてくださると語られていますが、み心かどうか！？どう
したらわかるでしょうか？子供は親の気持ちがわかるものです。良く付き合ってい
るからです。そのように私達も毎日聖書を読み、祈って神様とよーく交わっている
と神のみ心がわかるものです。わからなければ聞き、わかるまで祈りましょう。神
様は私達を愛しておられます。私達も神様を愛しましょう。どうやって？「神を愛
するとは、神の命令を守ることです。」神のみ心の祈りをしましょう。神と人を愛
し、赦し癒されるように、教会で語られていることをとらえてみ心の対応、聞き従
いをしてゆきましょう。それは恵みと祝福となります。そして告白しましょう。神
様は私達を誰よりも愛されています。私達は祝福されています。私達の祈りを聞い
てくださいます等々。信仰は神の恵みを開きますが、告白することは信仰の重要な
ポイントです。言うか言わないかによって現れてくる恵みは大きく変わってきます。
十字架の愛によって私達は最高最善の恵みを受けているからです。

「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:
◎新型コロナウイルス感染のさいたま市におけるまん延防止等重点措置が延
長されました。収束とワクチン接種等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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8/1 ノア大重牧師 さんび伝 again 恵伝

8/8 ノア大重牧師 恵伝 パラダイス さんび伝

8/15 ノア大重牧師 さんび伝
ワンボイス
マス～

恵伝

2021.8.1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

７．Precious
深い淵から叫んだ声は 誰にも届いていないと 思っていた
だけどあなたは その手を差し伸べられてた
イエスの愛が流れてくる 優しく心を満たす
どんな傷もどんな痛みも その愛が癒してくれた
十字架で流された尊き血潮 それはわが罪のため
十字架で遂げられた尊き救い それは御神の愛

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

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
★今晩17:00～ハイアットリージェンシー 地下1F宴会場でGLTV その後セ
ミナーと聖会が行われます。お祈りくだりご参加ください。
★ 8/14(土)14:00～16:00 Ｊ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します。導かれた方をお誘いください。
★風のひびき第9集の募集を受け付けています。詳しいことはお問い合わせく
ださい。★ 4月に行われるはずだった“こころゴスペル 36th ”は
9/3(木)19:00～座・高円寺2にて行われます。
★イスラエルチームが派遣できますように。
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