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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

「真の平安・真の平和とは！？」

コロナ感染が随分収まり、緊急事態宣言が解除されたかと思うと、次は地震です。
3・11以来の強い揺れで目が覚まされる思いでした。いつになったら平安な今迄の
生活に戻るの？という声を聞きます。
先週はエルサレムの平和の為に世界中で祈りました。テロ組織からロケット弾を

撃ち込まれ、イスラエルは国として認めないと敵視され、ビデオテープではコロナ
感染による恐怖におびえて助けが必要だと切実に祈りを求められてきました。この
様にイスラエルは厳しい現状に置かれ「エルサレムの平和のために祈れ。」という
のは切実な課題です。神が愛されているイスラエル・聖都エルサレムに心を向けて
平和を祈りましょう！「おまえを愛する人々が栄えるように。」 と記してありま
す。エルサレムを愛する人々を神様は繁栄させ、祝福してくださるのです。
果たしてエルサレムに真の平和は来るのでしょうか？答えは聖書によるとNO！

です。さらに困難に引き込まれ、世界中から敵視され、迫害されこれから2度の戦
争が起こると預言されています。しかしその困難、試練の中で「平和のために」祈
られているので、不思議な神の助けと励まし慰めの手が伸べられるでしょう！

では真の平和はいつ訪れるのでしょうか？「再臨の時」また「1000年王国」
「新天新地」になり「真の平和」が訪れます。神が完全な統治される時、人間が神
と完全に和解し一つとなる時です。再臨の為に更に祈ってゆきましょう！これは日
本にいても全世界でも同じことがいえます。
再臨を早めるために何を成すべきでしょうか？それは福音(イエス・キリストが

全人類の罪の身代わりに十字架に掛かって死んでくださり、3日目に復活され信じ
る者の心の中に住まわれる)が全世界に及ぶことであり、一人一人のクリスチャン、
教会が神のみ心を行う事です。私達にはこの世に生まれてきた使命があります。天
に帰った時、「この地上で神様に成すようにと語られている事を本当に成したの
か？」と問われます。善行を沢山して人間に喜ばれても、神のみ心に沿わないなら
ば「的外れ」なのです。創造主の語られたみ心をしっかり捉え、成してゆきましょ
う！その時に再臨はどんどん早められて、真の平安を携えて平和を生み出してゆく
ことになります。

「エルサレムの平和のために祈れ。「おまえを愛する人々が栄えるように。おまえ
の城壁のうちには、平和があるように。おまえの宮殿のうちには、繁栄があるよう
に。私の兄弟、私の友人のために、さあ、私は言おう。「おまえのうちに平和があ
るように。私たちの神、主の家のために、私は、おまえの繁栄を求めよ。 」

詩篇122:6～9

<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。
引き続きマスクの着用・手の消毒・検温・ソーシャルでスタンス等気を付け
ましょう。
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。
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<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美 第3礼拝

10/10 ノア大重牧師 さんび伝 MTC 恵伝

10/17 ノア大重牧師 恵伝 again さんび伝

10/24 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き

者～ 恵伝

2021.10.10第2礼拝賛美：

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※＜ ＞

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

29、主に栄光ささげて
とこしえに主の栄光たたえます あなたはわたしを愛してくださった
十字架の愛で われらの罪を贖いきよめた
赦しを与え 永遠の命与えてくださるから
※<主に栄光ささげて あなたの御名たたえます 天を仰ぎ
あなたを拝します 永遠に主よ あなたをたたえます>
どこまでも深い あなたの愛は 全てを包んで
私の弱さもすべてを知って 愛してくださるから※< >

20、あなたを信じます
神様の約束は真実 わたしの希望
望みえなくなっても 信頼し続ける
空の星をみて 彼が信じたように
わたしもあなたを信じます
数えきれないほどの奇跡を見るでしょう

65、主の恵みはとこしえまで
< 主の恵みはとこしえまで > ×3
< 主をほめよ >×2

お知らせ
★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！
★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、聖会等配信されます。お祈りください。
★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。
★風のひびき第9集の申し込みは10/18迄です(割引になります)申し込まれた
い方はお知らせください。歌集ＣＤ1セット￥4250 歌集のみ￥1350
CＤ￥3450 です。(代金は後程)
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