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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

「教会」
人は生まれたら、個人的にその誕生を祝われると共に家族の1員として迎えられ

ます。そのようにクリスチャンになれば、個人的に神様との関係を持つと同時に教
会の1員として迎え入れられます。教会とは何でしょうか？それは「イエス・キリ
ストを“生ける真の神 救い主”と信じる信仰を持った人の集まり」であり、その信
仰を持った人が「召し出された者の集まり」を言います。TLEA東京アンテオケ教
会は以下のように立場を明らかにしています。

私たちは聖書66巻（旧約39、新約27巻）を誤りない神のことばと信じるキリ
スト教会です。 使徒信条のすべてを信じています。 また、エペソ人への
手紙4:11「ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師ま
た教師として、お立てになったのです。」にあるように、使徒、預言者等の五
職を認めています。また、第1コリント12章にある御霊の賜物（異言・いやし・
預言など）9つを信じ用いています。また、教会はキリストの体であり、私達
がイエスを信じ神の子となると、すべての真のキリスト者が属する普遍的教会の
一部となり、また、各地方教会の体の一部となると信じています。聖餐に関して
象徴ではなく、キリストの体、血としての立場で行なっています。 クリスマス
に関しては、聖書にクリスマスの記録がないこと、また、キリストのお生まれに
なった日が、その日ではない事、太陽の祭りという異教の祭りを引き継いだ事等
から行ないません。しかし伝道的意味はあるので、クリスマスを用いた伝道会は
行ないます。エホバの証人、モルモン教（末日聖徒イエス・キリスト）等、異端
は認めません。

私達の生涯に、神様から与えられている召し(使命)がありますが、それも教会を
土台として与えられ開かれてゆきます。私達の教会では賜物を当たり前のように信
じて学び求めていますが、もし賜物など認めない教会に属するならそれらの賜物は
開かれてゆきません。その他の働きも同然です。ですからどんな教会にいるのかは、
非常に大切なことで、神様に聞かなければなりません。私達の信仰を通して神の働
きは起こってきますから祈り正しく神様に従って、教会の器官の1部としての働き
を成してゆきましょう！「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとり
は各器官なのです。」第1コリント12:27

「また、神は、いっさいのものをキリストの足の下に従わせ、いっさいのものの上
に立つかしらであるキリストを、教会にお与えになりました。 教会はキリストの
からだであり、いっさいのものをいっさいのものによって満たす方の満ちておられ
るところです。」エペソ1:22、23

<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。
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2021.9.26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

50、金木犀
1、またこの季節が来た夏の終わりを告げる
オレンジ色の小さな花はいつものように
秋の風に漂う 甘い香りはあなたとの日々を思い起こさせる
笑顔の時も涙した夜も あの時流した涙も 輝く宝石に代わってゆく
次に花が咲く頃は どんな未来が待っているだろう

２、季節は移り変わり 命は巡ってゆく 変わることのない永遠の愛を受けて
本当に大切なことは何かを あなたは教えてくれた
その先に開かれてゆく扉があることも
※<あの時流した涙も輝く宝石に変わってゆく
次に花が咲く頃は どんな未来が待っているだろう>
金の星屑きらめいて 全てが輝き始めている
あなたに捧げるこの歌 この香りに乗せて※

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
主の愛恵受けて 主の奇跡を見る

36、主よあなたに信頼します
主よ あなたに信頼します とこしえにとこしえに あなたを見上げて
主よ あなたは今良いことを 成されますから ゆだね 今祈る

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
★10/3(日)のカリスマ聖会は18:00～20:45「エルサレムの平和を祈る集い」
です。(時間は変更になる可能性があります。)ご参加ください。
★礎の石孤児院からの報告:いつもお祈りとご寄付を送ってくださり～御礼申
し上げます。中略 ザンビア孤児院に土地購入などの為、一般企業から多額
なご寄付を頂きました。～今後ともよろしくお願いします。
★11月から新年度に入ります。イスラエルチーム(11/1～13) 週国帰国に
色々な条件がありますので、詳しいことはお尋ね下さい。
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