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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

「問題困難があっても！」
2022年が始まりました。皆様お元気ですか？ 先週は、敵陣の攻撃により困難に

陥ったヨシャパテ王様の事を話しました。「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。この戦いではあなたがたが戦うのではない。しっかり立って動
かずにいよ。あなたがたとともにいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ。恐
れてはならない。気落ちしてはならない。あす、彼らに向かって出陣せよ。主はあな
たがたとともにいる。」預言の言葉を聞いてヨシャパテは地にひれ伏した。と書かれ
てあります。ここにヨシャパテの信仰が伺えます。私達も神の言葉、預言を聞いた時、
ないがしろにすることなく、ひれ伏して神を恐れ聞き従いましょう！彼らが聞き従っ
て喜びの声、賛美の声をあげ始めた時、主は伏兵を設けて～彼ら(敵陣)は打ち負かさ
れた。」とあります。窮地に陥ったヨシャパテ王はひれ伏して祈り神の言葉、預言を
受け、信じ従い賛美した時に伏兵や敵同士が打ち合ってその結果、勝利しました！！

昨年も賛美に始まり賛美に終わったように思われます。礼拝、聖会各集会の賛美、
白馬キャンプのJゴスペルコンテスト、コンサート、私達の教会では“ほんわかタイム
“の収録、クリスマスライブ、12/29にはチェコのサリー宣教師の呼びかけによる5か
国の合同コンサート！素晴らしかったですネ！賛美が用いられ、戦いの最前線でよい
働きをしています。
コロナ以降時代が大きく変わってきました。み声新聞に世界の実情が載っています。

インド政府がマザーテレサ修道会の認可更新を拒否したこと、新型コロナ感染者が1
日に10万人を超えた記事、ロシアのウクライナ侵攻・・・内外共に多くの問題患難が
起こって、不安を覚える方々が増してくるでしょう！しかし神の言葉には「恐れては
ならない。」「彼に信頼する者は、失望させられることがない。 」「平安あれ」「あ
なたの信仰があなたを救ったのです」「神がすべてのことを働かせて益としてくださ
る」「求めなさい。」「喜びなさい。祈りなさい。すべての事について感謝しなさ
い。」「イスラエルの賛美を住まいとしておられます。 」と信仰の言葉が沢山書かれ
てあります。例え世がどのように移り変わろうとも、共にいてくださる神様は全知全
能のお方、信仰の対応をしてヨシャパテ王のように神の助けと勝利と祝福を受けてゆ
きましょう！

「ヨシャパテは立ち上がって言った。「ユダおよびエルサレムの住人よ。私の言う

ことを聞きなさい。あなたがたの神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信
じ、勝利を得なさい。」～「主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの
声、賛美の声をあげ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めて来たアモン人、モ
アブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。」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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2022.1.1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

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

〈Let’s rejoice Let’s rejoice, Give thanks to the Lord〉×2
Hallelujah×2 You are the Light of the world
Hallelujah×2 We will praise you, Lord

39. Let’s Go to Heaven
イエス様を信じて永遠の命受けよう 死も悲しみもさけびも苦しみもない
祝福の場所へ Let’s go to heaven あなたもともにゆこう
Let’s go to heaven 救われしものたちよ Let’s go to heaven 永遠の喜びへ
Let’s go to heaven, Let’s go to heaven together

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※< >

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
★特別礼拝は朝のみです。明日の日曜日は平常通りです。
★1/16 18:00～ハイアットリージェンシー東京 地下1F宴会場で1月の
GLTV カリスマ聖会が行われます。
★Jゴスペルコンテストin白馬（白馬賛美大会）の関東予選が、２/6の東京
カリスマ聖会の前に行われます。 ★2/5(土)は13:00～殉教記念聖会がそ
の前日に殉教記念ツアーが持たれます。お祈りください。★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。 1/1
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