
TLEA FRH
(天に登録されている長子たちの教会）

Church of the Firstborn who are Registered in Heaven

主任牧師：イエス・キリスト
ノア勝裕＆和子Siloam

（シロアム：遣わされた者 ヨハネ９：７）

2021月12月26日 No.1187

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

「この戦いはあなたがたの戦いではなく、神の戦いである」

ヨシャパテは南ユダ王国の王様です。ソロモン王の後イスラエルの王国は北と南に
分裂しました。南ユダ王国は神殿において神様を礼拝していましたが、時には北イス
ラエル王国のバアル礼拝が持ち込まれることもありました。 ヨシャパテ王は、父親ア
サ王に続いて神と共に歩み、良い王で祝福されていたのです。
ところがモアブ人とアモン人、 および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパ

テと戦おうとして攻めて来たのです。それは彼にとっては脅威でした。窮地に立たさ
れて彼が何をしたでしょうか？・・・ヨシャパテは大勢の軍隊も持っていたし、北イ
スラエルの援助を受けることも出来ましたが、見える形の助けにすがったのではなく、
見えない神様を求め助けを求めたのです。3節「ただひたすら主に求め、 ユダ全国に
断食を布告した」(Ⅱ歴代誌20：3)そして今まで神様がどんなに導き助けてくださっ
たかを思い起こして祈り訴えています。

6節「あなたの御手には力があり、勢いがあります。だれも、あなたと対抗しても
ちこたえうる者はありません。 」8節「私たちの苦難の中から、あなたに呼ばわりま
す。そのときには、あなたは聞いてお救いくださいます。』 12節ｂ「私たちに立ち向
かって来たこのおびただしい大軍に当たる力は、私たちにはありません。私たちとし
ては、どうすればよいかわかりません。ただ、あなたに私たちの目を注ぐのみで
す。 」すると神からのみ言葉が来たのです。これが大切です。神様は生きて働いてお
られる神様で、私達の祈りに対して言葉をもってお答えくださいます。神のみ言葉を
受けるまで祈りましょう！！このみ言葉に立って行動するときに、間違いはありませ
ん。「あなたがたはこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしては
ならない。この戦いはあなたがたの戦いではなく、神の戦いであるから。 」何と力強
いお言葉でしょうか！！神のみ言葉はたとえ天地が崩れ去っても、永遠に不滅です。
このみ言葉があれば大丈夫です。

私達も様々な窮地に陥る
ことがあるでしょう。多くの事柄は、私達の力ではかないません。サタンも働きます。
問題困難に目をとめていたら、信仰が奪われてゆきます。祈りましょう！そして神の
言葉を頂きましょう！神の言葉は問題困難を越えた神の解決をもたらします。神が働
かれるからです。み言葉を捉えて祈るなら勝利が与えられます。祈りましょう！勝利
を見るまで！！

「彼は言った。「ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ。よ
く聞きなさい。主はあなたがたに仰せられます。『あなたがたはこのおびただしい大
軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなたがたの戦い
ではなく、神の戦いであるから。」第2歴代誌20:15

<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。https://astone.tv/tleafrh/
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。よろしくお願いします。

https://astone.tv/tleafrh/

https://astone.tv/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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2021.12.26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

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．この世のいのち 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

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
My only hope is you, Jesus Christ.
You should be worshipped, yes You are my God.
You never let us down, full us love and  hope , 
and looking up to you, Jesus Christ.

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

お知らせ
★クリスマス・ライブの編集が出来ました。ハレルヤ！祈り用いてください。
★カレンダー「イスラエルの風」1部￥1000 販売されています。★28日
朝5時～東京アンテオケ教会中心にチェコ、ポーランド、ウクライナ、スロ
バキア合同のインスタライブが行われます。祈りご覧ください。
★2022/1/1(土) 11:00～特別礼拝(朝のみ)を行ないます。1/2(日)は平常
通り10:30～聖日礼拝 14:00～第3礼拝礼拝
★2/5(土)は13:00～殉教記念聖会が行われます(1時間早いです。夜はあり
ません)。★3/1(火)～3日(木)白馬スネルゴイキャンプが開かれます。オン
ラインでも受け付けています。導かれた方はご参加ください。この為にお祈
りください。 12/26
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