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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)

🎵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

「教会はキリストの体」
人は救われて、個人的に神を知り恵まれ祝福を受けると同時に、教会の1部となり

ます。赤ちゃんが生まれたら家族の一員になるように、クリスチャンとして生まれた
ら、教会の1部になります。教会はキリストの体であり、かしらはイエス・キリスト
で一人一人はその肢体です。教会は神によって選ばれた人の集まりですが、かしらな
るキリストの御心を捉え、それを成してゆくのが教会の働きです。礼拝を守り、聖書
を読み、祈り、捧げ、奉仕をする等、教会生活は本当に大切です。なぜなら「いっさ
いのものをいっさいのものによって満たす方の満ちておられるところ」だからです。
教会に恵みがあります。
先日36回目の“こころゴスペル“が行われました。「賛美を通してリバイバルの働き

が起こされてくる」との預言の言葉に導かれて素晴らしいコンサートが成されました。
舞台で歌う人はほんの1部ですが、プロデューサー、音響の係り、チラシを配る人、
お弁当を頼む人．切符を売る人．．皆が1体となって一つのわざを成してゆきます。
教会全体が一体となって奉仕し、神の指示により指導者に従い、自分の役割を果たす
時に神のみわざが現れてきます。 教会に来たのは自分の問題を解決してほしい
からだという方も多いと思いますが、神のみわざを成しているうちに自分が抱えてい
た問題がどんどん解決し、体も癒された例が沢山あります。神の国とその義を求める
ものに、神様は私達の必要を満たしてくださるのです。(箴言5:21 人の道は主の目の
前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。)また、自分の問題を教会で
祈って頂き、神の栄光と勝利が現わされるまで祈ってゆきましょう！教会の祈りは聞
かれてきますから！ 使徒12章を読んでみましょう。ペテロは4人1組の兵士4組
に監視され、2重の鎖でつながれ、厳重な中に囚われ殺されようとしている時、「教
会は彼のために熱心に祈り続けていた。」と書いてあります。その祈りは聞かれ、神
様は天使を遣わしてペテロを解放しました。ペテロは教会(家の集まり)の所に行きま
す。女中が出てきて「ペテロが来た！」と知らせますが、皆は「気が狂っている」と
言い、それでも本当だと言い張るので、「それは天の使いだ」というのです。神様が
祈りを聞いてくださり、不思議と奇跡を起こしてペテロを解放してくださったのに信
じようとしない！何という不信仰でしょう。しかし案外このようなことが起こってい
るのに気が付かないことがあります。私達にもこのようなことがないように、心を守
りましょう。神のわざは信じることから始まり、さらに大きなわざは信仰の運用に
よって表されます。信じることはわざが起こるために非常に大切です。
祈りが聞かれたら伝えましょう。神に栄光をお返ししましょう！！多くの方が励ま

され、慰めを受け、祈りがどんなに聞かれるかを知り信仰を強めます。
「また、神は、いっさいのものをキリストの足の下に従わせ、いっさいのものの上に
立つかしらであるキリストを、教会にお与えになりました。
教会はキリストのからだであり、いっさいのものをいっさいのものによって満たす方
の満ちておられるところです。」エペソ書1:22、23
<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:
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。
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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

12/5 ノア大重牧師 さんび伝
ワンボイス
マス～

恵伝

12/12 ノア大重牧師 恵伝 G・G さんび伝

12/19 ノア大重牧師 さんび伝 MTC 恵伝

2021.12.5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

８－１９．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※< >

賛美歌１０６番 荒野の果てに
１．荒野の果てに 夕日は落ちて たえなる調べ あめより響く
※＜グローーリア、イン エクセルシス デオ グローーリア、イン エクセルシス デオ＞
２．羊を守る 野辺の牧人 天なる歌を 喜び聞きぬ ※＜ ＞
４．今日しも御子は 生まれ給いぬ よろずの民よ 勇みて歌え ※＜ ＞

賛美歌１１２番 もろびとこぞりて
１．諸人こぞりて むかえまつれ 久しく待ちにし
※＜主は来ませり 主はきませり 主は 主は きませり＞
３．この世の闇路を 照らしたもう たえなる光の ※＜ ＞
５．平和のきみなる み子をむかえ すくいの主とぞ
ほめたたえよ ほめたたえよ ほめ、ほめたたえよ アーメン

３８．主イエスだけが
主イエスだけが希望 主イエスだけがあがむべき方
主イエスだけを見上げ歩むものに失望はない

お知らせ
★クリスマスライブ(12/11収録 13:00集合)の為、準備とお祈りを宜しく
お願いいたします。
★2022/1/1(土) 11:00～特別礼拝を行ないます。朝のみです。1/2(日)は
平常通り10:30～聖日礼拝 14:00～ヤング礼拝が行われます。
★2022年2/5(土)は14:00～殉教記念聖会が行われます。夜はありません。
この為に献金をされたい方は受け付けています。
★2022年3/1(火)～3日(木)白馬スネルゴイキャンプが開かれます。お祈り
ください。
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