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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

「神があなたがたに望んでおられること」
それは喜び、祈り、すべてのことについて感謝するという事です。そんな事できっこない

と私は以前思っていました。しかし今は何度もこのみ言葉を聞き体験し、本当だ！もっとそ
うしてみよう！と思うのです。
喜ぶという言葉は聖書語句辞典に非常に多く載っています。神様は私達に「喜んでほし

い！」と言うメッセージだと思います。困難な世の中で、なぜ喜べるのでしょうか？主を信
じることは罪を悔い改め罪が赦され、あらゆる呪いから解放されます。神の子とされ永遠の
命を受け、天における一切の祝福を受け、どんな事も全てが益となることを知っているとい
うのは何と喜ぶべきことではないでしょうか！？
パウロ牧師は、信じて始めの頃は“祈りは聞かれないもの“だと思っておられたそうです。

ジョージ・ミュラー(非行少年でしたが、神と出会い変えられ、神に祈ることを通して孤児救
済をした世界的な器、日本にも多くの影響を与えた)の祈りの本を読んだらびっくりするほど
祈りが聞かれたので、まねして1時間祈ることにしたそうです。(実際は2,3分しか祈れなかっ
たけれど、祈りの格好だけをしただけでも神様の恵みを沢山受けるようになって、それから
本当の祈りの人に変えられてゆきました。私達も絶えず祈りましょう！！パラリンピックで
「友祈」という名を持った方が車いすの400Ｍ走で金賞に輝きました。背後に祈りがあった
のでしょうか！？最後の最後に追い抜いたのです。ご両親がクリスチャンだそうで、友のた
めに祈る人になってほしいと命名されたそうです。絶えず祈れるようになりたいですね。

3つ目はすべてのことを感謝するです。良いことなら感謝できますが、悪いことを感謝する
なんて普通できないですよね。 私達が生きてゆく中で多く困難に出会います。しかしその裏
に神の素晴らしいご計画が隠されているから感謝しましょう。神様は私達が問題の中、苦難
の中で感謝する事を通して思いもしない勝利と栄光を見せてくださるのです。「しかし、勇
敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。」つぶやいたり、不信仰になったりし
ないで感謝することがどんなに大きな奇蹟を生むのか、私達は教会の中で多くの証しを見て
います。パウロ秋元牧師は歯の詰め物が取れたことを感謝されたことをブログに書かれまし
た。それを読んだ人も同じように歯に問題があったそうで「こんなことも感謝するのか！」
と驚いたそうです。後にパウロ牧師に会って手渡されたお土産の「預言」の本を手にした時
に、これを翻訳するように導かれたそうです。(なんと彼は翻訳者だったのです。)それで預
言で語られていた通り東ヨーロッパ(チェコからポーランド)から広がってゆくと言われた通
りになり、更にロシア語ドイツ語に翻訳され広がって用いられてゆくことになりました。歯
の詰め物が取れたことから始まった人知を超えた素晴らしい奇跡です！！
皆さんの人生も、あの時ああすれば、こうしておけば、、、と悔やんでも悔やんでもどう

しようもない事ってないですか？しかし失望しないでください。その失敗と思えるようなこ
とも、感謝をすることによって、素晴らしく益と変えられてゆくと聖書は言っています。
(ローマ8:28) 神様は私達を愛しておられます。もちろん悪かったことは悔い改めて、そし
て感謝して神様に従いましょう！神様は私達に素晴らしい人生を用意し(エレミヤ33:3)勝利
と栄冠を勝ち取るようにと導いておられます。
「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

<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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<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美 第3礼拝

8/29 ノア大重牧師 さんび伝 MTC 恵伝

9/5 ノア大重牧師 恵伝 again さんび伝

9/12 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き

～
恵伝

2021.8.29第2礼拝賛美：

１．Jesus I love You
１．時の流れに 戸惑いながら 夏は訪れ 風は変わる
大切な物 守り続けて 移り行く景色を見ている
例えすべてが 崩れ去っても 決して変わらない愛がある
不確かな時代 乗り越える為 信ずべき言葉がある
※< 新しい夢を探して 空にかかる虹目指して
その声は届いている いつもあなたを愛してる
Jesus I love You and You love me
どんな時でも心の中に
So I love You Yes You love me
希望は消えないから >

２．力なくして 立ち止まっても 弱さ覚えて 泣きそうでも
背伸びしないで 頑張らないで やがて羽ばたける時が来る
愛される為 命を受けた きみは今 愛されている
確かな言葉 握り続けよう 未来は輝いている※< >

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 ※＜ ＞

４７．恵みの雨
１．天から雨が地に落ちて やがて川となり 大河となって 力強いその流れが
乾いた地を潤すように さまよう羊を憐れみ そのみ手を伸ばしてください
乾いた心を潤す 主の愛で満たしてください 恵みの雨が降り注ぎ 大いなる収穫が始まる
主よ この国を顧みて救い出してください
２．聖霊の風のひびきが やがてすさまじく この地に吹いて
そのとどろきが 人々に神の言葉を告げ知らせる
救われし者が手を上げ 主をあがめ 賛美を捧げる
その声は天まで届き 主の栄光 満ち溢れてゆく
恵みの雨が降り注ぎ 大いなる収穫が始まる
再び来られる 王の王 主イエスよ 来てください

２７．愛の光
悲しみの中にいる時 あなたの声が聞こえる 悩みの中にいる時 あなたの声が聞こえる
私はあなたを愛してる 私はあなたを愛してる 優しい光が心に さしこむ喜びが溢れる
感謝が溢れる 私は愛されてる 私は愛されている

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

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。
★ハラスメントセミナーの動画をアップしました。牧師、伝道師、神学生の
方々は必ず見てください。https://youtu.be/alLtLozvYLc
★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。
★イスラエルチームとエルサレムの平和を祈る集い(10/3)の為にお祈りくだ
さい。
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デボーション箇所

奉仕者

https://youtu.be/alLtLozvYLc

