「信仰に立って、悪魔に立ち向かう。 」
「さて、神である主が造られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。
蛇は女に言った。「あなたがたは、園のどんな木からも食べてはならない、と神は、
ほんとうに言われたのですか。」 創世記 3:1
神様は愛のお方で、私達の人生に最善最高のものを用意してくださっています。
ところが、神の愛から人間を引き離す惑わすサタンも聖書の創世記から黙示録まで
出てきます。私達は完全ではなく日々罪を犯しますが、悔い改めるなら赦されてサ
タンの働くスキはないのですが、少しでも罪が残っているなら、そこを土台として
サタンは働き、神の言葉を惑わし不信仰を起こさせます。サタンは妬む者であり実
に巧妙です。しかし恐れることはありません。「あなたがたは、世にあっては患難
があります。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。」ヨ
ハネ16:33 主は十字架上で完全に勝利されました！！
今日の聖書個所で、エバははっきりと神様から聞いています。「食べてはならな
い」と。しかしサタンは「本当に言われたのですか？」と聞いてきます。これがサ
タンの常套手段です。少し曲げて目的から外させる巧妙な手口です。神は「死ぬい
けないから」と言われたのに、サタンは「決して死にません」とうまく誘導してい
ます。神様は霊的死を言っていますが、はぐらかしているのです。「彼は、お前の
頭を砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」 とあります。サタンは人のかか
とにかみつくので「しばらくの苦しみ」が許されます。例えば誰よりも愛されてい
るにもかかわらず、お前は本当に愛されているのか？何もしてくれないじゃあない
か。裁かれているのではないか？と偽りの思いを持ってきて苦しめるかもしれませ
ん。しかし信じる者は天にあるあらゆる祝福をもって愛されて、悔い改めた者は義
人(全く罪を犯したことのない人)の受ける恵みと祝福を受けることが出来るのです。
神様の言葉は真理であり、永遠に変わることがありません。神の言葉に立ちましょ
う！！霊の戦いはここにあります。「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだ
ねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからです。 身を慎み、目を
さましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたけるししのように、食い
尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回っています。 堅く信仰に立って、この
悪魔に立ち向かいなさい。」第1ペテロ5:6～10 へりくだって罪を悔い改め、信
仰の対応(感謝と聞き従い)をし、目を覚まして祈り続けましょう！！
何故サタンがいるのでしょうか？これは神様しか分からないことかもしれません。
しかしサタンの攻撃を通して、私達が信仰に立つなら、かえって神様のご計画が進
み逆転劇を多く見せられています！(むしろサタンの働かない働きはそんなに栄光
も現れないといってもよいかもしれません。)
<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! 🎵

2021.9.12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
９、Stand Up
今過去未来どんな時でも あなたをしばるものは何もない
神の愛と変わらない約束 あなたにそそがれ満たされてく
※＜ Stand up立ち上がり進み歩き Stand up過去は振り返らず
前だけを見て希望にあふれてる Stand upあなたは一人じゃない
Stand upあなたは愛されてる
どんな時でも神の愛は変わる事ない ＞
どんなに辛い過去も 不安な未来だって 誰かと比べたりしないで
あなただけの確かな道があるーーー
Stand up 立ち上がり進み歩き
Stand up過去は振り返らず
前だけを見て希望にあふれてる※＜
＞
４５、希望
１．何も失ってない 約束は変わらない
すべてがめぐみならば 恐れることはない
※＜あたたかく包まれる 力強く導かれる
希望 希望がある 未来へと続く光＞
２．ここに大きな愛 約束の時がきた
感謝の歌声満ち めぐみの雨がそそぐ ※＜
＞
天を仰ぎ 祈り続ける 今扉が開かれた
回復の時 リバイバルが思いを超えた栄光 ※＜ ＞
永遠の愛の光
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
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

奉仕者
<奉仕者＞

第1礼拝

第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美

第3礼拝
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ノア大重牧師

さんび伝

賛美は直き
～

恵伝

9/19

ノア大重牧師

恵伝

パラダイス

さんび伝

9/26

ノア大重牧師

さんび伝

ワンボイス
マスクワイ
ヤー

恵伝

デボーション箇所
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マタイ21

9/16

マタイ25

9/13

22

9/17

26

9/14

23

9/18

27

9/15

24

9/19

28

コロナ対策:
◎新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は9/30まで延期になりました。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
★今晩のGLTV16時10分〜第七礼拝16:45〜18:45 神学校の前期試験の為にいつ
もより早くなります。よろしくお願いします。
★イスラエルチーム(もし行くことになれば、11/1～13しかし帰国後待機し
なければならないので、今祈祷中) 10/3の「エルサレムの平和を祈る集い」
の為、ドイツチーム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。
9/12

