「恐れてはならない～神の戦いであるから。 」
南ユダ王国の王ヨシャパテは、敵の大群が押し迫ってきているので“恐れた”
とあります。私達も突然迫ってきた問題や困難に恐れ惑うことがあるでしょう。
恐れることは信仰のブレーキになります。これに対して「正しい恐れ」は神
を恐れる事です。神を恐れるとは万物は神が創造され、人間は被造物であり、
神のご意思のもとに生かされ、今起こっている問題も神のみ手の中にあること
を認めることです。神を第1とするなら神の言葉の成就を見、祝福を受けられ
るから素晴らしいのです。「神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに敵
対できるでしょう。」ローマ8:31
ヨシャパテ王はどうしたでしょうか？ 彼はこの窮地にあって恐れはしまし
たが、神に対する恐れを思い起こし、悔い改めたでしょう。そして単純に助け
を求めているのです。この時、預言者が立てられています。
預言は神の言葉を預かって話す、代弁するという意味があり、予告を含み、
神の教え、指示、愛、裁き、約束など神の言葉の全体を預かるという意味があ
ることを学んでいますが、恐れているヨシャパテとユダの人々に語られていま
す。「恐れてはならない。気落ちしてはならない。 この戦いはあなたがたの戦
いではなく、神の戦いであるから。 」何という慰めと励ましの預言でしょう
か！！「愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に預言することを熱心に
求めなさい。 」と私達の教会ではいつも語られています。預言を通して、信仰
を取り戻し、ヨシャパテは大勝利を得ています。
もし、ヨシャパテが「恐れ」に目を向けていたなら敗北していたでしょう。
しかし彼は、神を恐れ、神の約束の言葉を握って祈ったのです。そして預言を
ないがしろにすることなく主を信じ聞き従って賛美し、大勝利を得たのです。
「 彼は言った。「ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ。
よく聞きなさい。主はあなたがたに仰せられます。『あなたがたはこのおびただし
い大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなたがた
の戦いではなく、神の戦いであるから。」第2歴代誌20:15

<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! 🎵

2021.9.19第2礼拝賛美：

奉仕者

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 ※＜ ＞
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
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 ※＜ ＞
２３．聖なる万軍の主
主よあなたに ほめ歌をささげます
聖なるかな 聖なるかな 万軍の主

<奉仕者＞
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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

永遠の愛の光

主よあなたを 礼拝します
栄光全地に満つ

★10/3(日)17:00～のカリスマ聖会は「エルサレムの平和を祈る集い」です。
ご参加ください。
★神学校の前期試験が行われます。よろしくお願いします。
★イスラエルチーム(11/1～13) 帰国後待機等、色々な条件がありますので、
詳しいことはお尋ね下さい。
★ドイツチーム・アメリカチームの為にお祈りください。
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