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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

「しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。
そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの
証人となります。」 使徒の働き1:8

上のみ言葉はイエス・キリストが復活され、弟子たちや婦人達約500名に現れ、天
に上ってゆかれる前、遺言として与えられた言葉です。約束の聖霊が降り(使徒2章)
今回のイスラエルチーム25名はみ言葉に従ってイスラエルに行きました。インマヌ
エルツアーの方々や、ホテルのスタッフ達はコロナ以降初めての旅行客だと大喜び
で迎えてくださったそうです。こんな時期派遣されたチームの方々は、大きな犠牲
を負って参加されています。(出国時の複雑な英語の書類提出、コロナのPCR検査、
帰国時10日間の待機期間等々) 特別な意味合いがあると信じます。主のわざが現わ
されることを期待しましょう。
主のわざにあずかる為に“人生を主に委ねる“ 事が大切です。その中で特に重要な

ことは主に聞き従う事であり、私達の思いではなく神のみ思いに従う事です。(自分
の思いを捨てたかに見えますが、神を選ぶ時に実は、自分の望みが叶えられている
事に気付きます。ブーメランのように！)そして神のみ思いの人生だから、神ご自身
の栄光と勝利が現わされます。ハレルヤ！ ヨシュア・アブラハムも、人間的に言
えば愚かなことのように思えますが、彼らは本当に神の言葉を信じて従いました。
ヨシュアはカナンの地を約束の地と信じ、アブラハムは行き先を知らず出てゆきま
した。これらは信仰のわざです。

従う時に賜物があらわれてきますがその賜物を委ねると大きな栄光が現れてき
ます。皆様の賜物は何でしょうか？もうすでに表れてきている人もありますが、今
後主の導きに歩むなら更に大きく現れてくるでしょう！！
コロナ以降ますます世の中には不安と恐れが満ちてきました。人を恐れず神に信

頼して人生を神に委ね聞き従って神様が生きて働かれた証しを多く体験しましょ
う！！私達の体験を語ることによって、多くの方々は慰められ、信仰を奮い起こす
ことでしょう！！証人としての歩みはこれからさらに拡大し、そのわざがイスラエ
ルから全世界に広がります。直接行く方々、祈る人、献金で支える人、インター
ネットの働きで支える方々を通して、証人としての世界宣教の働きは進展発展して
ゆきます。「謙遜と、主を恐れることの報いは、富と誉れといのちである。」箴言
22:4
「この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それか
ら、終わりの日が来ます。」マタイ24:14

<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

11/7 ノア大重牧師 さんび伝 G・G 恵伝

11/14 ノア大重牧師 恵伝 MTC さんび伝

11/21 ノア大重牧師 恵さんび伝 again 恵伝

2021.11.7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

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

風のひびき第9集 11、マラナタマラナタ
1．聖なる都 天のエルサレム 主がともに住み栄光が満ちる
死も悲しみも苦しみもない
見よ主はすべてを新しくする
2．この世の命 つかの間の時 永遠の命
喜び満ちる 天の故郷を目指して生きる
マラナタマラナタ主よ来てください

62、天に宝
1．この地上では旅人であり 天に目を向け歩み続けよう
あなたの祈り仕える心 主は覚えておられる
感謝をもって心を込めて 主に捧げた贈り物
隠れた場所で見ておられる 主が報いてくださる
※< 天に宝積める者は 喜びと希望に満ち
雨のように 溢れる恵み 祝福が注がれてく >
2．一つ一つの奉仕には それぞれの役割がある
目立ったことも 隠れたことも 主は知っておられる
感謝の祈り 喜びの声 捧げて生きる
命の限り 歌い続けよう ただ主の前に 主は生きておられる※< >

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

お知らせ
★16:00～ガリラヤ湖畔で新年礼拝が行われます。アルベル山での礼拝はイ
スラエルチームは10日迄です。You Tubeで配信されています。ご覧くださ
い。最後まで守られますように、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。
★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。
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