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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 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

喜び 祈り 感謝しよう！
私達の人生を成功に導く言葉はこの3つではないでしょうか！？ いつも喜ぶこと

を求められています。それは感情的には無理だと思われるかもしれませんが、神が
語っておられるので意識的に信仰をもって「喜び」ましょう。私は愛されているの
で、神の深い愛の中ですべてが益となります！罪が赦され大いなる祝福が与えられ
ます！と告白しましょう。風のひびき第9集が発刊されましたが、その中に親子が
作った素敵な賛美があります。🎵喜ぼう 喜ぼう 主に感謝しよう ×2 ハレルヤ
ハレルヤ 主は光 ハレルヤ ハレルヤ 主をほめよ🎵
次に祈りに関してですが、旧約時代は祈りは立つ、ひざまずく、ひれ伏す、手を

挙げる等という姿勢つまり他の事をしながらではなく、専念して祈りました。しか
しペンテコステ以降聖霊が下ってきたので、信じる者の中に聖霊様が住まわれ、聖
霊の賜物が与えられました。異言はその賜物の一つです。第1コリント12:8～10(知
恵のことば 知識のことば 信仰 いやし 奇蹟 預言、霊を見分ける力 異言
異言を解き明かす力) 「絶えず祈りなさい。 」「どんなときにも御霊によって祈り
なさい。 」とあり、これは異言の祈りによって可能となりました。手を動かし、仕
事をしながら勉強しながらでも祈れる祈りです。 台湾に遣わされる直前ある夜、
急に目が覚め異言の祈りがほとばしるように出たのです。一時祈って落ち着き、寝
たのですが、翌日凄い事が起こってたと知らされました。夫は台湾宣教に行くよう
に準備をし隣の部屋で祈っていましたが、サタンが来て首を絞められ殺されそうに
なり苦しんでいたそうです。私は何事が起こっているのか分かりませんでしたが、
異言で祈った結果、サタンを追い出したのでしょう。夫は無事でした！異言の祈り
は聖霊の祈りで、私達の知らないことを見分け、サタンの存在、霊的な動きを
キャッチし、勝利と守りを与えられます。到底助からないようなことでも、異言の
祈りを通して助けられたことがいくつもあり、またそのような証しを聞きます。絶
えず言葉の祈り、異言の祈りをしてゆきましょう。
またすべての事について感謝することで、全ての悪いと見える事も益となります。

ひどく体にダメージを与えられた方がありますが、感謝を通してその痛み苦しみを
受けながら神に感謝していると通知がありました。(未信者の方です。)ハレルヤ！
喜び、祈り、感謝することがそんなに簡単にはできないと言われるかもしれませ

んが、み言葉を行うことは「信仰を使う」事ですから、困難や問題を私達の手元に
置かず、神様の所に持ってゆくので神のみ手が動き、最高の神様のご計画がひらか
れてゆく事になります！！

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。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5:16～18

<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/



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・ソーシャルディスタンス等気を付
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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2021.10.24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

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 すべての栄光が 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 すべての国民が 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

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※< >

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

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
★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。
★クリスマスライブ(12/11収録 12/25配信)の為、祈りと準備を宜しくお
願いいたします。
★風のひびき第9集の歌集が来ました。担当:さんび(伝)
★2021年度後期の履修科目の登録をしてください。(神学校より) 10/24
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