「新しいみ言葉と共に」
新しいみ言葉がガリラヤ湖畔の礼拝で語られました。それは表紙にある通りです。
イエス様は在世中(福音書の中等で) しるしと不思議、奇跡と救いのわざをなさいま
した。「信じる人々には次のようなしるしが伴います。すなわち、わたしの名に
よって悪霊を追い出し、新しいことばを語り、 蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも
決して害を受けず、また、病人に手を置けば病人はいやされます。」マルコ16:17、
18
そして今年のお言葉は「またそれよりもさらに大きなわざを行います。」と言わ
れたのです。全人類の罪をその身に負って十字架上で死なれて、3日目に復活された
イエス様は肉の体から御霊の体に変られました。弟子や婦人達約500名の人々に現れ
「わたしが父のもとに行くからです。」とありますが、その前に遺言のように「約
束の聖霊を待って祈っていなさい」と言い残して天にあげられました。約束通り、
信じる者の中に聖霊が住まわれたのがペンテコステですが、イエス様が在世中行っ
たわざも、聖霊降臨後の働きも、どちらもキリストのなさるわざです。私達を通し
てではあってもキリストがなさるのです。私達がどんなに頑張っても出来るわけは
ありません。私達は弱いとるに足りないものです。「この世の取るに足りない者や
見下されている者を、神は選ばれました。～これは、神の御前でだれをも誇らせな
いためです。 」第1コリント1:28、29
信じましょう！！神の喜ばれる信仰を用いましょう。そして踏み出しましょう(聞
き従う)。踏み出す時に様々な困難や障壁があるでしょうが、キリストを見上げ、こ
のみ言葉を信じて従う力を頂きましょう！
「目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして、人の心に思い浮
かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは、み
なそうである。」第1コリント2:9
いつも語られているように、カナの結婚式で
水をぶどう酒に変えられたイエス様 「ラザロ 出てきなさい！」と死人を甦らさ
れたイエス様を見上げ信じ、この1年さらに大きなわざを体験し、滅びゆく魂がどん
どん救われてゆくのを見てゆきましょう！ハレルヤ！！

<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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まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしを信じる者は、
わたしの行うわざを行い、またそれよりもさらに大きなわざを行います。
わたしが父のもとに行くからです。(ヨハネによる福音書14章12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! 🎵

2021.11.14第2礼拝賛美：
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 ．さあ、感謝しよう！
どんな問題があっても 感謝をもって
前に進もう 暗闇に光がさし
神様の奇跡が始まる
さぁ 感謝しよう どんな時にも
この事のうしろに素晴らしいことがある
さぁ 感謝しよう どんな時にも
すべてが益になる 奇跡を見るから
Harvest （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
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
65 ．主の恵みはとこしえまで（8集）
< 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:
マスクの着用をお願い致します。咳・くしゃみ・発熱などの症状がある方は、
礼拝出席を控えていただき、オンライン礼拝への出席をお願いいたします。
入り口に、アルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
出席中に気分が優れない、体調が悪くなった際には、スタッフまでお知らせ
ください。ソーシャルディスタンスを出来る限り保っていただくようご協力
をお願いいたします。礼拝に出席される際には、各自にても感染予防対策を
お願いいたします。

お知らせ
★イスラエルチームは無事に帰国しました。お祈りを感謝します。チームの
隔離期間の守りの為にもお祈りください。
★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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