「主に捧げる恵み」
イエス様を信じてもうずいぶん年数がたちますが、信仰生活と「主に捧げる」事
とは大きな関わりがあることを体験させられています。「それから、イエスは献金箱
に向かってすわり、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持
ちが大金を投げ入れていた。 そこへひとりの貧しいやもめが来て、レプタ銅貨を二つ
投げ入れた。～すると、イエスは弟子たちを呼び寄せて、こう言われた。「まことに、
あなたがたに告げます。この貧しいやもめは、献金箱に投げ入れていたどの人よりも
たくさん投げ入れました～」マルコ12:41～大金を入れた金持ちではなく、貧しいや
もめの2レプタをほめられました。それはありったけの献金をささげたことによるや
もめの主に対する愛と信頼を見られたからです。献金は額ではなく、捧げる心が大切
だという事がわかるでしょう。私達は献金をすると自分の懐からお金が無くなってし
まうと考えがちですが、そのやもめに神様は豊かな報いをしてくださらないはずはあ
りません！
捧げることで多くの恵みを頂きました。台湾宣教中に日本に来て聖会に参加した時
に、ポケットに入っているのは￥5000だけでした。それを捧げたら、今後の歩みがど
うなるのかわかりませんでしたが「捧げなさい」と言われ従順しましたが、聖会後一
人の牧師が寄ってこられ、今後のスケジュールを私に任せてくださいと言われ、色々
な教会に導いて下さり台湾の証をすることが出来、豊かに祝福を受けました。
神様は私達を愛しておられ、十分の一献金を通して神の愛に立ち返り、信仰をもっ
てあふれるばかりの祝福をあなたがたに注ぐかどうかをためしてみよ と語られていま
す。申命記6:16には「あなたがたの神、主を試みてはならない。」とあり、神は信じ
ることがあっても試すことは良くないのですが、ここだけはこのように言っています。
「カンボジアに行きなさい。」と語りかけを受け、その証しをしている時は、費用
は全くありませんでした。勿論そのことは誰にも話していなかったのですが、その証
しを聞いて全額捧げる人があり行くことが出来ました。ハレルヤ！また母親が一人九
州に住んでいて、何回か訪問に行ったのですが、費用もかかることだしそう何度もゆ
けません。しかしどうしても気になってしょうがなく「神様行かせてください！」と
祈りました。夫が髪を切ってくればいいと言っていたので従って、美容院に行ったら、
5万円当たるという抽選があり、それに当選してゆくことが出来、母のもとに行くこ
とが出来ました。その後母は救われたのですが、その美容院でそのようなイベントが
あったのは1度っきりでした。ハレルヤ！！ 明らかに十一の恵みを生活の中で多く
いただいています。
「十分の一をことごとく、宝物倉に携えて来て、わたしの家の食物とせよ。こうして
わたしをためしてみよ。―万軍の主は仰せられる―わたしがあなたがたのために、天
の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたがたに注ぐかどうかをためしてみよ。」
マラキ書3:10
<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。
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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! 🎵

2022.2.6第2礼拝賛美：

奉仕者

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
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
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
60. 天と一つになり
いのちささげ すべて委ね 主に仕える
天の臨在 天の喜び
天と一つになり 主をあがめる

天を見上げて

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
＞
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コロナ対策:
感染者が激増しています。埼玉県は2/13迄まん延防止等重点措置区域となっ
ています。マスクの着用。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
★今晩のカリスマ聖会は中止となりました。東京アンテオケ教会会堂にて第
7 礼拝として行われます。オンラインでご覧ください。「Jゴスペルコンテ
ストin白馬」は延期になりました。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。教会の働きです。皆様ご参加ください。またこの為に
お祈り下さい。
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