「信仰を用いて神の栄光を見る」
予定通りカリスマ聖会が持たれました。コロナ禍の中、忠実に奉仕してくださっ
たことを感謝します。重度のパーキンソン病が癒され、前回よりもっともっとお元
気になられた主講師はまさに生き証人として立たれ、FRH教会の牧師と共に海外宣
教に行った話も交え、マルコ11:22～24から語ってくださいました。
信仰を働かせることが重要であること。それは具体的には“祈り” “聞き従い”
“感謝する”であり、その中で“神の言葉を告白する”ことが大切であること。「私は
誰よりも愛されています」「私の罪はすべて赦されています」「問題は解決されま
す」「全ては益になります」、、、今現れている勝利と栄光は信仰を用いた結果の
表れで、これからこの信仰に立って、更に大きなわざが起こると。コロナ・水害と
問題困難が続出しますが、こからはこれどころではない患難に入り、しかも反キリ
ストが出てくるので大変な時代がやってきますが、その中で神を知っていることの
恵みと祝福。信仰を用いることを通して現れる助け、癒し、奇跡はさらに上回って
いることを語ってくださいました。また預言の賜物を教会の管理のもとで用いるこ
とと吟味することを通して、神様の栄光が次々にあらわされ、更に求めるようにと
語られました。映像は白馬キャンプのダイジェスト版、日本26聖人殉教の物語から、
「メキシコ人ヘススの物語」シンナーを吸って乗っていた車が炎上し、その中から
助け出された証し、不思議な形で奇跡的に決まった就職の証しを観ました。一人一
人祈っていただき、知恵知識の言葉も語られ祝福された時となりました。
「イエスは答えて言われた。「神を信じなさい。 まことに、あなたがたに告げます。
だれでも、この山に向かって、『動いて、海にはいれ。』と言って、心の中で疑わ
ず、ただ、自分の言ったとおりになると信じるなら、そのとおりになります。 だか
らあなたがたに言うのです。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11:22～24
またFRH教会の牧師はピリピ人への手紙を示してくださり、私達の道しるべとな
るみ言葉であることを改めて確信することが出来ました。
「私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、いっさ
いのことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それ
らをちりあくたと思っています。～けれども、私たちの国籍は天にあります。そこ
から主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでい
ます。」ピリピ3章より

<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! 🎵

2021.8.15第2礼拝賛美：
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 ※＜ ＞
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
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
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
主の愛恵み受けて 主の奇跡を見る

３６．主よあなたに信頼します
主よ あなたに信頼します
とこしえにとこしえに あなたを見上げて
主よ あなたは今良いことを
成されますから ゆだね 今祈る
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

奉仕者
<奉仕者＞
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コロナ対策:
◎新型コロナウイルス感染の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。

お知らせ
★ 昨日開かれた「埼玉カリスマ聖会」は豊かに祝福されました。
お祈りとご協力を心から感謝します。
★9月のカリスマ聖会は9/5 17:00～GLTV その後カリスマセミナーと聖会
になっています。ご参加ください。
★神学校は9月に前期試験になります。よろしくお願いします。
★イスラエルチームが派遣できますようにお祈りください。
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