「血肉のからだと御霊のからだ」
イエス様を信じている人が死んだら天国に行きますが、聖書では天国について、
十字架と復活の前後では考えが少し違います。イエス様の十字架前に死んだ人は
ハデス(よみ)に行きます。ここは“ハデス(地獄のようなところだけど地獄ではな
い)“に留まる人と”アブラハムのふところ(パラダイス 天国の様ですが、十字架のあ
がないと復活がまだないので天国ではない)“２つに分かれます。ダビデやアブラハム
がいる所で、使徒信条で私達は「主は聖霊によりてやどり～苦しみを受け 十字架に
つけられ 死にて葬られ よみにくだり 」と告白しています。「三日目に死人のうち
よりよみがえり」これで十字架による贖いが完成し天国が始まります。「あなたが
たのために、わたしは場所を備えに行くのす。」ヨハネ14:2
まだ救われていない方は先ず救いを受け取りましょう。すべての人が天国に行け
るのではないのです。罪を認め悔い改めて主イエス・キリストを救い主と信じてい
る人が天国行きのパスポートを持っているのです。救いを受け取っていない方々に
伝道しましょう。
クリスチャンが死んでから天国に行きます。そこは霊の世界ですが、体はありま
せん。「ちりはもとあった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。」伝道者の
書12:7 所が大きな変化があります。携挙があるからです。第1コリント15:42～
50には血肉の体と御霊の体の違いについて書かれています。血肉の体(今の私達の
体)は疲れたり、お風呂に入って爽やかになったり痛んだり病んだり、癒されたり
運動によって強められたりしますが、朽ち老い衰え、卑しく弱く土で造られ「血肉
のからだは神の国を相続できません。」生まれた時から死ぬまでです。患難時代の
中頃携挙がありここで大きく変化します。その時死者はよみがえり御霊の体が与え
られ、生きている人は血肉の体から御霊の体に変ります。御霊の体は年を取らず衰
えず、栄光の体で強く、神の国で生き生活できます。結婚することはなく復活に
よって完全な体となり、永遠に神と共に生きる体です。(イエス様が死なれて3日目
に復活されたのが御霊の体で、閉まった戸も通り抜け、エマオ途上の弟子たちの前
から消えたり、瞬間移動でき、宇宙遊泳できる体)血肉の体は死にますが、御霊の体
で神と共に永遠に生きてゆきます。
ですからこの地上のことだけではなく、天に目を向けて天を目指して祈り賛美し
て参りましょう！！その時、この地上の生活も軌道修正され整えられます。「だか
ら、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これ
らのものはすべて与えられます。」マタイ6:33
「血肉のからだで蒔かれ、御霊に属するからだによみがえらされるのです。血肉の
からだがあるのですから、御霊のからだもあるのです。」第1コリント15:44
<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 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! 🎵

2021.10.17第2礼拝賛美：
７７、詩篇134
さあ 主をほめたたえよ 主のすべてのしもべたち
夜ごとに主の家で 仕える者達よ
聖所に向かって あなた方の手を上げ 主をほめたたえよ 天地を造られた
主がシオンからあなたを 祝福されるように
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
< Harvest >
１．はるか高い天を見上げて
生かされていると知った
あなたの愛に満たされる
永遠の時を想う
※< 芽を出して花を咲かせ
豊かな実を結ぶように
永遠の愛の光受けて 輝き続ける >
２．雨が地に降り注ぐように
あなたは私を満たし 生きる力と命与え
永遠に共に歩む 色ずいて多くの実が
結ばれてゆく この奇蹟
永遠の愛の恵み受けて 輝き続ける
３８、永遠の希望
真の希望は神の言葉にある
主の手にある約束の希望がある
永遠の天の希望 永遠の神の計画
永遠の天でまた会える
この上もない喜び
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
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<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。

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！
★イスラエルチームは11/1～10に派遣されます。オンラインで新年礼拝、聖
会等配信されます。共に祝福に預かってゆきましょう。お祈りください。
★11月のカリスマ聖会は11/28 18:00～20:45 東京ハイアットリージェ
ンシー東京 地下1F宴会場です。
★白馬スネルゴイキャンプは来年の3/1(火)～3/3(木)です。お祈りください。
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