「新しい時に向かって」
いよいよ明日から新しい年が始まり、チームがイスラエルに派遣されます。イス
ラエルは神の国の象徴ですから、神の国から始められるのは大きな祝福です。新し
い年に語られるみ言葉に期待してゆきましょう。
私達の人生に起こるあらゆる事柄に神様は関わっておられ、私達を最も愛して私
達の人生が豊かな祝福に満ちたものとなるように計画を持っておられます。
ローマ書はパウロがローマで殉教する10年ほど前にコリントで書かれたと思われ
ます。ローマ教会に来ようとしている患難に対しての心構えと警告を与え、特に8章
28節は慰め励ましている有名な箇所です。「いのちの御霊の原理が、罪と死の原理
から、あなたを解放したからです。」8:2とあります。罪と死に対して恐れや不安が
ある方は、(いのちの御霊の原理つまり)御霊に聞き従って歩むならその恐怖から解放
されます。「 肉の思いは死であり、御霊による思いは、いのちと平安です。 」8:6
肉なる私達は中々御霊に導かれて歩めない弱さがありますが「御霊も同じようにし
て、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、どのように祈ったらよいかわか
らないのですが、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、私たちのた
めにとりなしてくださいます。 」8:26 私達が弱く間違ったにしても、御霊のとり
なしによって私達は守られ、軌道修正させられてゆきます。
神を愛する人々とは神のご計画に従って召されたイエス様を信じる人々を指しま
すが、神に祝福され、すべてのことを働かせて益となるために、神に聞き従って信
仰の対応(特に感謝する)をするように勧められています。以前動画でも見ましたが、
み声新聞から高原牧師の証しが3回にわたって掲載されています。聖霊様に従うこと
によって、恐ろしい悪の縄目から解放され、光の道へと歩み、それだけではなく牧
師になられました。絶大な神の愛と導きを知ることが出来ます。
これからの時代、コロナ禍は一段落したかに見えますが、さらに大きな患難や試
練が待ち受けていることでしょう。パウロがローマ教会を励ましたように、私達も
来るべき患難に備え、今日のみ言葉を通して慰めと励ましの言葉を頂いています。
神様が私達に語っておられる事はまだ成し終えていません。いよいよこれからです。
大いなる神様のみわざを見てゆきましょう。祈り聞き従い信仰の対応(特に感謝)をす
る中で、人生の祝福を受け、神様のみわざをさらに見てゆきましょう！！
神様の与えられた使命の道に進んでゆけますように！！
「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神が
すべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」ロー
マ書8:28
<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! 🎵

2021.10.31第2礼拝賛美：
風のひびき第9集 56、喜ぼう 喜ぼう
喜ぼう 喜ぼう 主に感謝しよう 喜ぼう 喜ぼう 主に感謝しよう
ハレルヤ ハレルヤ 主は光 ハレルヤ ハレルヤ 主をほめよ
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
Harvest （風のひびき第6集 42のメロディー）
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
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
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

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
★明日から10日までイスラエルチームは派遣されます。オンラインで新年礼
拝等配信されます。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。
★神学校後期、通信制は1科目からでも受講できます。11/15までに手続き
をお願いします。 10/31

