「御心を歩んで御霊の実を結びましょう！」
冬のオリンピックや受験シーズン、コロナ関係、様々なニュースがあります。執り
成しの祈りをする時に、何が何でも自分の思いが通るように！というのではなく、
「御心ならば！」と祈れることは本当に幸いです。なぜなら、もっとも価値ある生き
方は私達をお造りになられた神様の御心を行う人生だからです。御心がわからない方
は、造られたお方に聞くのが一番です。机には机の、茶碗には茶碗の作られた目的が
あるでしょう。人間も同じです。人間はただ生きて生活する為だけではなく、神様が
生きる目的を与えておられます。様々な生き方がありますが、一人一人に成して欲し
いことがあります。成すべきことを導かれて自分で出来るなら問題はありませんが、
出来ないことに気付きます。だから祈りましょう！！これは御心にかなった祈りだか
ら、本心で聞き従いたいと思うならできるのです！御心を行う人生と御霊の実には大
きな関わりがあります。「御霊によって歩みなさい～御霊によって導かれるなら～御
霊によって生きるのなら～」御霊の実を結ぶことが出来る人生を歩めますように！
愛:自分の思いではなく神のみ心を歩む中に神の愛が溢れます。イエス様は敵する者
に「彼らを赦したまえ。彼らは何をしているのかわからないからです。」と祈られま
した。喜び:天国に行った幻 平安:「わたしは、あなたがたに平安を残します。～わ
たしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。～」ヨハネ14:27 そ
の他、寛容、親切、善意に関してもみ言葉を見てゆきましょう。「謙遜と柔和の限り
を尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い」エペソ4:2 「親切なことばは
蜂蜜、たましいに甘く、骨を健やかにする。 」箴言16:24 「光の結ぶ実は、あらゆ
る善意と正義と真実なのです。 」エペソ5:9
「人よ。～主は何をあなたに求めて
おられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神とと
もに歩むことではないか。 」ミカ書6:8 「柔和な者は幸いです。その人は地を相続
するからです。 」マタイ5:5 「あなたがたは、あらゆる努力をして、信仰には徳を、
徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、敬虔には兄弟愛
を、兄弟愛には愛を加えなさい。 」第Ⅱペテロ1:5～7
今回1時帰国されているカンボジアの孤児院に仕えておられるルツ前田さんや、ブ
ラジルの孤児院の為に祈り準備しておられる松本弘子さんは、神様がその召しを与え
られて、カンボジアに、ブラジルに遣わされておられます。その生きざまは本当に麗
しいです。また神様のために働くお一人お一人は神様の使命ゆえに集められています。
御心がはっきりしていない方は、神様に聞き、それを全うできるように祈ってゆきま
しょう！！あなたを通して、教会を通して、大きな働きが起こされ、神様のご栄光が
現わされようとしています。その人生は御霊の実を結実させてゆくでしょう！
「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
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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! 🎵

2022.2.13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
6. GIVE THANKS
主をよろこぼう×2 感謝とさんびを 主にささげて 主をあがめよ 声をもって
Lord I give thanks to You thanks to You 主にほめ歌え
Lord I give thanks to You thanks to You 主のみ名をほめたたえよ
There is joy in my heart×2 I lift my hands×2
There is joy in my song×2 I lift my voice and song
Lord I give thanks to You thanks to You
my God I will worship You
Lord I give thanks to You thanks to You
my God I will praise Your name and sing

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:
感染者が激増しています。埼玉県は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
★ルツ前田さんがカンボジアから、松本弘子さんがブラジルから一時帰国さ
れました。
★神学校の後期試験が始まっています。
★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。
★3月のカリスマ聖会は3/6です。「Jゴスペルコンテストin白馬」はお祈り
を宜しくお願いいたします。
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