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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

「的を得た人生」に向かって

早いもので8月24日から始まったパラリンピックが本日9月5日（13日
間）で閉会式を迎えます。選手それぞれがパラリンピックに向けどのように
取り組んで努力をしてきたか、コメンテータの熱いメッセージを通して感動
と涙がとまりませんでした。私も一部を観戦しましたが、人間の限界をもう
一度見直させられ、神様は人間にこのような力を与えてくださったんだとい
う事、そしてその力を信じて挑む選手の勇気と努力に新たな感動を覚えまし
た。

さて今日の聖書のお話ですが、ダビデが詩篇で言った言葉をシェアします。
「 幸いなことよ。そのそむきを赦され、罪をおおわれた人は。」詩篇32:1
罪を赦されること、おおわれて見えなくされた者は” 幸い”だと言っています。

聖書でいう“罪とは” 何でしょう。神様が目的をもってお造りになられた
人間が、神様の的を得て生きてゆけるならいいのですが、自分勝手に生きた
いように生き、したいようにする為、的を外してしまいます。聖書を日々読
む中で、礼拝のメッセージを聞く中で、また様々な場面で神様は私達に語り
掛けておられますが、それをないがしろにしたり、反抗したりすることが
罪！すなわち「的はずれ」なのです。どんな人間も罪を犯しながら生きてい
ます。しかしそれを認め、告白するなら罪は赦され、全ての悪から私達はき
よめられてゆきます。「もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真
実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてく
ださいます。 」第1ヨハネ1:9

パラリンピックの射撃を観ました。0、5ｍｍの“的”に1発で当てると10点
もらえるそうです。この的に当てられる人が金メダルをとれますが、それが
なかなか難しいのです。狙いを定めるとき、余分のものは排除し心を的に向
けます。私達の人生においてもまとわりつく罪を悔い改め、十字架を見あげ、
全ての罪が赦されたと信仰に立つ時に幸いな物であり、的を得た人生へと導
かれてゆきます。

<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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2021.9.5第2礼拝賛美：

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

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

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

２３．聖なる万軍の主
主よあなたに ほめ歌をささげます 主よあなたを 礼拝します
聖なるかな 聖なるかな 万軍の主 栄光全地に満つ

お知らせ
★今晩17:00～GLTV その後カリスマセミナーと聖会になっています。
祈り、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、 ECIとの関わり、10/3の「エルサレムの平和を祈る集
い」の為にお祈りください。
★毎日の祈りの時間が変更しました。(17:00～→10:30～) 聖餐式は土曜日
の17:00～→水曜日10:30～ 感謝と賛美の祈り会はその前30分です。)よろ
しくお願いします。
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