「神のわざを行なうために」
「私たちは、神のわざを行なうために、何をすべきでしょうか。」 イエスは答えて
言われた。「あなたがたが、神が遣わした者を信じること、それが神のわざです。」
ヨハネ6:28、29 とあり、イエス様を信じる事が神のわざであり、イエス様を信じる
者はイエス様の行うわざを行うと言っています。奇蹟とか癒し解放とか預言等です。
またそれよりさらに大きなわざを行います。聖霊の働きは、地理的に言っても、イエ
ス様在世中よりもっと広い範囲、世界中に福音が伝えられ、確かに更に大きなわざで
しょうがそれだけではなく、イエス様のみわざは拡大してゆきます。
イスラエルチームで語られたイザヤ木原牧師のメッセージは、マリアもマルタもイ
エス様ならラザロを癒してくださると信じていました。 「主よ。もしここにいてくだ
さったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。 」しかしイエス様は「栄光を表
す」と言われ、死んだラザロを甦らされました。死人が生き返るという信仰はなかっ
たのです。確かに処女降誕、水がぶどう酒に変えられたり、2匹の魚と5つのパンで5
千人を養ったり、私達の信仰の限界を越えた働き、奇跡が起こされてきました。
それで十分ではないでしょうか！しかしこれから7年間患難時代がやってき、ハル
マゲドン迄に人口の2分の1は殺されると言っていますから惨まじい大変な時代がやっ
てきます。今までのわざでは間に合わないかもしれません。コロナは前哨戦のような
ものかもしれません。悲惨なことを見、困難に出会うと何故？と思うでしょう。しか
し私達は神様に愛されています。信仰の対応(感謝と賛美、祈り聞き従う等)をしてゆ
きましょう。恐れることはないのです。イエス・キリストを信じる者はその困難の中
にあっても助けを受け、更に大きな神のわざを成すことによって、この困難と問題に
打ち勝ち栄光と勝利を表してゆくでしょう。そのわざをこの時代に選ばれた私達は担
わされているのです。「主はその御目をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご
自分と全く一つになっている人々に御力をあらわしてくださるのです。 」第2歴代誌
16:9
「わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの知らない、理解
を越えた大いなる事を、あなたに告げよう。 」エレミヤ書33:3
「御心の天になるごとく地にもなさせ給え」主の祈りより
「しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのこと
の中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。」ローマ28:37
<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! 🎵

2021.11.28第2礼拝賛美：
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
41．生ける主
イエス様の愛知ったから イエス様の愛受けたから
イエス様と歩む人生は 最高に素晴らしい
生ける主の手がここにある
生ける主の計画がここにある
生ける主のめぐみはとこしえに 主に感謝します
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
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
61．私たちの主に
十字架のめぐみ おぼえて感謝します よみがえられた 主をほめ歌う
主よあなたこそ 唯一の神 すべてつくられたものは言う
私たちの主に さんびほまれ 栄光と力がとわにあるように
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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
★今晩新宿の“東京ハイアットリージェンシー東京“ 地下1F宴会場で第一
セッション18:00～ GLTV Plus 第二セッション19:00 – 20:45 賛美／セ
ミナー／メッセージが行われます。お祈りとご参加をお願いします。
★“こころゴスペル”は「MOMENTUM」勢い と題して12/3(金)座・高円
寺2において19:00開演です。祝福がありますように！
★クリスマスライブ(12/11収録)の為、準備とお祈りを宜しくお願いいたし
ます。
11/28

