「栄光から栄光へと」
殉教聖会が近づいてきました。この頃になるときっと読むのが「殉教」「日本キリ
スト教史 上・下」です。何度読んでも殉教していかれた聖徒方の信仰に感動を覚え
ます。「殉教」はとても短く区切ってありますし「日本キリスト教史 上・下」はマ
ンガで、両者とも非常に読みやすいので皆様も是非お読みください。
コロナ以降確実に世の終わりに近づき、聖書は「世の終わり・再臨」の近い事が記
され、同時に魂の大収穫(イエス・キリストによる救い)も語られています。聖書を
知っている人だけではなく、一般の方々も不安な予測不能な時代に入ってきたと感じ
ているようです。神に助けを求める人も多く起こされます。同時に反対勢力も強く働
いています。神を無視し、惑わせ、私達のスキを狙って信仰を失わせる力も働いてい
ますから、基本的な信仰生活を確立し、互いの愛をあつく保ってゆけますように！
私達生来の性質は「不品行、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、
憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、酩酊、遊興、そういった類のものです。」これ
に対して、今日の聖書個所は聖霊によって結ばせてくださる実です。 愛、喜び、平
安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制
御霊の実は自分の努力で修業によって
勝ち得るものではなく、聖霊に満たされる時に結んでゆく実です。受け取ることので
きるのは、私達の信仰です！！「なぜなら、神によって生まれた者はみな、世に勝つ
からです。私たちの信仰、これこそ、世に打ち勝った勝利です。 世に勝つ者とはだれ
でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。 」
愛の根源であられる神様から愛を受けましょう！喜べない多くのことの中に喜べる
ようにしてくださいと聖霊を求めて祈りましょう！不安の中であっても主が臨在を表
されたら平安となります。赦さない心を捨て、寛容を頂きましょう！例え悪意をもっ
て私達を攻めてきても、善意をもって返してゆけますように！(ローマ12:20)何事も、
主に対して成すことが出来ますように！ごまかしたりせず誠実でありましょう！でき
ないところを主から力を受け、また失敗したら悔い改めてゆきましょう。もともとと
ても怒りやすい人がクリスチャンになって、柔和になった話はよく聞きます。自分で
抑えることが出来なくても、主の力を頂いて自制できるように！！これ等が世に打ち
勝つことが出来る力となり、私たちの身の回りの諸問題、また人には解決できない難
問も解決を与えてくれる力となります。そこに神様の手があり、神様が関わってくだ
さるからです。聖霊を求めてゆきましょう！様々な問題を通して、神様は私達の内側
を整えて、聖霊の実を結ばせてくださいます。そして主の様にまで変えられてゆくの
です。まさに殉教していった26聖人のように！！ 「栄光から栄光へと、主と同じかた
ちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。」第
Ⅱコリント3:18「しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、
柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。」ガラテヤ書5:22、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。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。

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
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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! 🎵

2022.1.23第2礼拝賛美：
1. Frontiers
愛を携えて世界へ出てゆこう 希望に満ち溢れ 旅立とう全世界へ
誰も歩いたことのない 道を安全に進もう
リバイバルのまぼろしを 心のいたに書きしるせ 遅くなってもそれを待て
必ず来る 遅れないで 偉大なる王キリストの ことばは変わらない
※＜愛を携えて世界へ出てゆこう 今はどんなにあつい雲が覆っていても
未知なる道をゆく 主の手に導かれ 希望に満ち溢れ 旅立とう全世界へ＞
すべてのつくられたものに 福音をのべ伝えよう
未来はつくり出せるもの 主がともにおられる ※＜
＞×2
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
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
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
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:
感染者が激増しています。注意してください。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
★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。
★2月のカリスマ聖会は2/6(日)新宿ハイアットリージェンシー東京 地下
1F宴会場で行われます。聖会前に「Jゴスペルコンテストin白馬」が行われ
ます。準備と祈りを宜しくお願いいたします。
★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。教会も働きです。皆さんご参加ください。この為にお
祈り下さい。
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