「望む事を成し遂げてくださる神様！」
イスラエルの歴史の中に“バビロン捕囚“という悲しい事件がありました。私達の人生にも
逃げ場のない暗いトンネルを通らせられる時があります。長い捕囚生活で、ユダヤ人は捕ら
われの生活から解放される事を諦めかけ、信仰を投げ捨ててしまっていたかもしれません。
そのような時語り掛けられたのが今日のみ言葉です。「雨や雪が天から降ってもとに戻らず、
必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種蒔く者には種を与え、食べる者にはパ
ンを与える。」 と自然界の法則を通して、必ず実現する神の言葉が約束されていることに目
を向けさせて、神様は望むことを成し遂げてくださるお方だと教えています。
今年の白馬キャンプで語られたことは、「神に触れる」という事が語られ、確かにキャン
プに参加された方々は、目には見えない神に“触れた”のです。それは聖霊様の力です。今年
与えられたみ言葉は「神によって生まれた者はみな、世に勝つからです。」すなわち“世に勝
つ勝利者”と歌っています。 この世の勝利者、成功者がTＶや雑誌、ネット社会で持ちはや
され、羨望の目で見られます。確かに彼らの成功に至るまでの人知れない努力はまねができ
ませんが、み言葉の「世に勝つ」というのはこの世の成功者の事を言っているのではありま
せん。聖徒のたどってきた生き様は苦難があり、迫害も受けました。はたから見て必ずしも
素晴らしいと見えることばかりではありませんでした。またその時は理解されず反対され、
あるいは迫害を受けることもあります。毎週殉教の映像を観ていますが、彼らはこの世的に
は非常に悲惨と思えるようなところを通り、苦難の道も歩いています。しかし人の心を打つ
のです。勝利しているのです。なぜでしょうか！？それは彼らの生きざまを通して「神に触
れる」ことが出来るからではないでしょうか！評価されようとされまいと、神を指さし、神
の言葉が広がってゆくなら、私達の人生は大いに価値あるものとなり、それは確実に天に宝
を積むわざです。
この天地は確実に滅び去ります。しかし永遠に滅びないのは神の言葉です。神の言葉は愛
です。一人一人を包み、抱き、隠し、ご自分が悪い物(罪、とが、呪い、病、死、、、)を全
部背負って身代わりに死んでくださったからです。そして私達を義人として、何の罪もない
者として最善最高の祝福を与えてくださったからです。「こういうわけで、いつまでも残る
ものは信仰と希望と愛です。その中で一番すぐれているのは愛です。」愛は決して耐えるこ
とはありません。この神の言葉(愛の言葉)を握り続けた者が真の成功者ではないでしょう
か！？この神の言葉は必ず神のご計画を全うし、神ご自身の言い送ったことを成功されるか
らです。今日の映像も、神の言葉を握り続けて勝利を見た証しです。( TLEA 日本26聖人
の殉教～「ゴンザーロと秀吉」私たちの体験代位「エリート社員が神を信じた理由」 )
「そのように、わたしの口から出るわたしのことばも、むなしく、わたしのところ

に帰っては来ない。必ず、わたしの望む事を成し遂げ、わたしの言い送った事を成
功させる。」イザヤ55:11
<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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(天に登録されている長子たちの教会）
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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! 🎵

2021.8.22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
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(くにたみ)が み名を崇めます
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
１９．伝えたい愛
※< 愛を信じ続け生きよう
何千年経っても変わらない あなたの愛 愛を探し求めさまよう
何千万人にだって伝えたい 本当の愛 >
１．見たことのない物 聞いたことのない物
そして心に思い浮かんだ事のない物 神様が私たちに贈ったプレゼント
心開いて 両手伸ばして 受け取ってほしい 何も飾らないで ありのままで
君は愛される為生まれた※< >
２．その愛は寛容 その愛は親切 全てを耐えて 全てを信じ 全てを望む
その愛は決して耐えることはないから 目を離さずに追い求めよう その大きな愛を
何も恐れないで天を見上げて 心の叫びは 届いている※< >
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

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
★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。
★風のひびき９集の締め切りについて 郵送での応募は締め切りました。
メールでの応募は、下記の要領を満たした場合のみ受け付けます。(下記のこ
とはお尋ねください。)最終締め切り８月２８日（土）午後１１時
★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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