「私達を祝福してくださる神様」
白馬キャンプが3/1～3/3に行われます。冬の白馬キャンプは「白馬スネルゴイ
キャンプ」と難しい名ですが、“スネルゴイ“とはギリシャ語で”同労者”という意味で
す。この厳しい終わりの時代にリバイバルの働きの為に呼び集められた人々が、教会
の同労者として訓練を受け、立て上げを受けることが目的とされ開かれます。コロナ
禍の中、PCR検査など万全のコロナ対策を成して開かれますが、スキーやスノーボー
もでき、温泉もあり、食事は美味しいバイキング！ 私達のリーダーの若い時によく
歌われた♪たそがれの 灯は ほのかに ともりて 懐かしき 山小舎は ふもとの こみ
ちよ～♪の白馬です。雪景色の中の素敵な赤い屋根のホテル！ロマンテックそのもの
です。そんな中でキャンプできるとは何という恵みでしょうか！行けない方の為にも
オンラインで参加できますから感謝です。教会の行事ですから共に参加しましょう！
様々なことが起こされています。時代は確実に世の終わり、再臨に近づいています。
ウクライナはまさに戦闘の最中ですが、ロジャ牧師からの手紙によると、そんな中に
あっても、主が最善を成してくださることを信じ祈って励まし合っておられるそうで
す。更に祈り、彼らの信仰が揺がないように！神様の介入があり、解決がなされます
ように祈りましょう！！
神様はキリストにおいて、天にあるあらゆるすべての霊的な祝福をもって、祝福し
てくださいました。私達は誰一人欠けることなく神のみ前に罪びとであり、救い主イ
エス・キリストを信じることによって、罪が赦され、神の子とされ、聖霊を受け、永
遠の御国を受け継ぐ者とされました。たとえどんな暗闇の中にいようとも、そこに神
様のみ国がひろがり、闇が光に変り、恵みと祝福に変ります。「やみの中を歩んでい
た民は、大きな光を見た。死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が照った。」イザ
ヤ書9:2
白馬キャンプで受けた恵みによって、感謝し、告白する中で職場での苦手な相手と
の交流が出来るようになり、それに留まらず素晴らしい祝福を受けた記事が載ってい
ます。(雲の間にある虹誌3月号)その様な祝福を受けることが出来るのはきよい人、罪
を犯さない人、神に近づいている人、立派な人ではなく(もちろんその様になることは
御心ですが)ただ幼子のように信じ、神様に言われたことをハイ！と素直に聞いて、従
う人。ただ信仰によるのです。信仰の対応をしてゆきましょう。悔い改めることがあ
れば悔い改め、祈り感謝し、神様に従いましょう。出来ない時も落ち込んだり信仰を
失わないで、主に信頼し感謝してゆくと、神様が従う力を与えてくださいます。私達
は祝福を受け継ぐ為に召されたのですから・・・(第1ペテロ3:9)「私たちの主イエ
ス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。神はキリストにおいて、天に
あるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。」エペソ1:3
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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．

<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/

<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

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/

🎵God is working for my good , now , for my good ,
for my good , God is working for my good , Yes , You really are! 🎵

2022.2.27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
主を喜ぼう 主を喜ぼう 感謝と賛美を
主に捧げて 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 There is joy in my heart
I lift my hands I lift my hands
There is joy in my song There is joy in my song
I lift my voice and sing 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
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

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
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＞
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コロナ対策:
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
★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の為にお祈りください。
★3月のカリスマ聖会は3/6です。17:15～「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。
★4/23(土)14:00～16:00 Jハウスに於いて パウロ秋元牧師が来てくださ
り、「埼玉カリスマ聖会」が行われます。お祈りください。
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