「人知を越えた神の愛」
神様は無償の愛をすべての人に与えられています。「ではなぜそんなことが起こる
の？」というような悲惨な事件が次から次へと起るのでしょうか？私も学生時代そん
な事を思っていました。出会った宣教師が「罪という事がわかれば、解決します
よ。」と言われ、その言葉はそれから私がどこに行っても、宿題のようにいつも頭に
残っていました。
求道中のある夏、特別伝道会に有名な牧師が来られ、映画を見せて頂きました。そ
れは十字架を背負ってカルバリ山を登って行かれるイエス様の映画で、何故かそれを
見た後、イエス様を信じなければならないと強く思い「今日イエス様を信じる人はそ
の場に立ってください。」と講壇から呼びかけられた時、すくっと起立しました。一
緒に行っていた同僚5、6人全員当然立つだろうと思ったのですが、立ったのは私一人。
なぜだろう？こんな良いことを何故受け入れないのだろう？と思ったのです。しかし
その時は「罪」や「十字架」の意味が本当には分かっていなかったのです。
クリスチャンライフをする中で、自分の姿がどんどん見えてきて、いたたまれなく
なり、罪が知らされ十字架の裾にうずくまっているぼろ雑巾のようなのが自分である
と幻の中で見させられ、確かに私は罪びとで、それを認めざる得なくて神様の前に降
伏しました。祈祷院に行き、涙ながらに祈っている時、祈祷院主の牧師が「愛の人に
なれ！祈りの人になれ！」と頭に手を置いて祈ってくださいました。その時、神様の
愛が降り注がれ、新しく造り変えられたのです。自分の罪が教えられ、人間は50歩
100歩みな同じ罪びとであり、その罪びとの私達をイエス様は愛し身代わりに罰を受
けてくださったと心の底から思いました。今まで見ていた何気ない木々が光って見え、
道端の花々が何と美しく装われていることか！生きていることが本当に素晴らしく思
えて、それからの私の心の内面は大きく変えられ、同時に神様は使命を与えられたの
です。「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。 」マル
コ16:15 「収穫は多いが、働き手が少ない。 」マタイ9:37 台湾への召命でした。
人間は神様が一人一人に目的をもって造られた被造物です。命を捨てて、私達を愛
し、身代わりに私達の罪をその身に負われました。それを幼子のように信じる者には
神様の最高最善の祝福が与えられます。しかしつぶやき批判的になったり、神の視線
から目を反らして、他の物を見てしまうなら、その恵みや祝福を受けることはできま
せん。復活の主を信じられなかったトマスに「信じない者にならないで、信じる者に
なりなさい。」 ヨハネ20:27と言われました。私の人生がこんなに展開するなんて！
夫と共に教会に仕え、子供を与えられ、神の愛を体験し、愛を伝える者と変えられた
とは！「人知をはるかに越えたキリストの愛を知ることができますように。 」エペソ
3:19 これは神の愛でHis story(History)を生きる事でした。「神は、実に、そのひ
とり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりと
して滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。」ヨハネ3:16
<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/
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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! 🎵

2022.1.16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
〈Let’s rejoice Let’s rejoice, We give thanks to the Lord〉×2
Hallelujah×2 You are the Light of the world
Hallelujah×2 We will praise you, Lord
25. You Are My Healer
You Are My Healer あなたは癒し主
You Are My Savior 我救い主
68. 喜び歌おう！
落ち込みそうな時も 心が折れそうな時も
あなたに信頼します
最善がなされてるから いつも喜び歌おう
感謝の声上げ 喜び歌おう 主を賛美しよう
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
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 賛美ほまれ 栄光と力がとわにあるように

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
★今晩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）の関東予選曲が決定しまし
た。２/6の東京カリスマ聖会の前に行われます。聖会共にお祈りください。
★2/4殉教記念ツアー 2/5(土) 13:00～殉教記念聖会が行われます。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。この為にお祈り下さい。
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