「 すべてのことについて、感謝しなさい。 」
聖書は神の言葉であり、人生のあらゆる問題を切り開き、解答と勝利を与えてく
れるいのちの糧です。へブル4:11「神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣
よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろ
な考えやはかりごとを判別することができます。」今日のみ言葉は「良い事ばかり
ではなく、悪いと思われるすべての事について感謝しなさい」と語られています。
様々な問題や困難が許され、その時は喜べない事でも、自分や他人のせいにして不
平を言ったり、信仰を失ったりすることなく、神に目を向けてほめたたえ感謝をさ
さげてゆきましょう！！これが神が私達に望んでおられることだからです。それは
真っ暗闇にいても一筋の光となって祝福へ、永遠へと導いてくれる標となります。
この背後に神様の素晴らしいご計画があるからです。
私達の罪のために身代わりに死んでくださったイエス・キリストの十字架の愛で
どんなに私達は愛されていることでしょう。皆さんはその生ける証人です。
私達は台湾の宣教師として、一家で生涯台湾にいるつもりで赴任しました。とこ
ろが9年余りで帰国するようになり、その時は何故？と理解できませんでした。と
ころが、日本に帰国してからが本格的な神様の働きであり、台湾時代はその訓練で
あった事に気付いたのです。深い神様のご計画があり、すべてを感謝することの意
味を教えられました。
🎵ホードゥー ラドナイ キ トーブ
ホードゥー ラドナイ キ トーブ
ホードゥー
ホードゥー
ホードゥー
ホードゥー
主に感謝せよ

キ レオラム ハスド
キ レオラム ハスド

ホードゥー ホードゥー ホードゥー
ラドナイ キ トーブ
ホードゥー ホードゥー ホードゥー
ラドナイ キ トーブ🎵

その恵みは

とこしえまで

主の愛は永遠だから

(詩篇136)

「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5:18

<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/
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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! 🎵

2021.10.3第2礼拝賛美：
風のひびき第8集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 全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 全ての国民が 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
４、神の霊によって
1、落ち込みそうな時も 感謝と賛美捧げよう
目の前が見えない時にも 神の言葉がある
感謝の光 喜びの歌 歌い続けてゆこう
主はいつでも最善をなされる この後ろに神の計画がある
2、弱さ覚える時も 感謝と賛美捧げよう
主の力は弱さのうちに 完全に表わされる
権勢によらず 能力によらず 神の霊によって
主が働き わざをなされる 主の約束を信じ続けよう
やすらぎの歌１０集－６０ イスラエル 主と共に
1、約束の場所が 目の前に広がる 感謝と賛美の歌声を手に
主と共にいま進み行こう
※<聞けイスラエルよ あなたの神 心を尽くして主を愛し 従い行こう
とこしえの幸いの道を さあ主の民よ
心据えて誓いを果たされる 主の真実をほめよ 我らは主と共に>
２、あなたは知ってる 主の誠実と恵みを
大海でさえもかれ果てたのは あなたが進み続ける為※<>
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
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

奉仕者
<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解除されました。
ご協力をありがとうございました。
引き続き礼拝に出席される際には、各自感染予防対策を注意深くお願いいた
します。

お知らせ
★今晩18:00～20:45「エルサレムの平和を祈る集い」です。ご参加ください。
★11月から新年度に入ります。今年最後の1か月に入りました。悔い改めと
新しい年度の備えの祈りをしましょう！
★神学校2021年度後期は10/10より始まります。新入生を募集しています。
★イスラエルチーム(11/1～10) 今回はツアーではなく派遣となります。
オンラインで新年礼拝、聖会等配信があります。お祈りください。
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