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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)

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

<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

「困難な時にこそ感謝、そして求めましょう！」

ウクライナはロシア軍の侵入によって首都が砲撃され、悲惨な戦場と化しています。
そのような中に持たれた白馬スネルゴイキャンプで、ウクライナの為に何度も何度も
祈りました。困難や問題の中でも神様の愛は変わらず、神のみ手が確かに働いている
こと、その中で私達は「誰よりも愛されている」こと「私達を通して主が大いなるわ
ざをなされる」と告白し共に主をたたえました。神の愛はむしろ困難な中にあってよ
り鮮明に働いています。以下ウクライナの為の情報です。最新ニュースやインスタグ
ラムでみられた方も多いかと思います。
ボロジャ牧師と教会の兄弟たちは特別に徴兵義務が猶予されています(3/4)

ボロジャ牧師たちの住んでいる町には、ウクライナ東部から毎日多くのウクライナ難
民が移動して来ているので、ボロジャ牧師と教会の方々はその救済活動に追われてい
るとのことです。本来なら軍隊に行くはずの牧師や兄弟達でしたが、この救済活動が
非常に重要であるため、国から特別に徴兵義務が猶予されているそうです。皆様のお
祈りを心から感謝いたします。
マレックさんからのメール「ウクライナのクリスチャンの友人から、今戦場で戦っ

ているクリスチャンの兵士たちの証し『ここ戦場ではありえない不思議なことが次々
と起きている。敵の流弾がまるで誰かの見えない手がかばってくれているかのように、
自分たちに当たらない。また非常に困難な状況の中に陥ったとき、誰かとてつもなく
強い信頼できる戦士が共にいてくれるような気がして、すごく励まされ、力を受ける。
そして危急の時いつも次に何をするべきか、戦闘法を示してくれて、知恵を与えてく
れる。敵が自分たちをまるで見えないかのように行動する。しかし、自分たちは暗闇
の中ではっきり敵が見える。主イエス・キリストがウクライナの軍隊とともにいてく
ださるのがはっきりわかる』ということでした。全能の主の御手がウクライナ全土に
置かれています。どうか引き続きウクライナのためにお祈りをよろしくお願いいたし
ます。」
このような戦場だけではなく、私達の日頃の生活においても祈り、感謝し、み言葉

に聞き従う時不思議な守りと祝福が与えられています。なお感謝し、求めてゆきま
しょう！！主は生きて働き、その愛を示してくださることをこれからも体験し、証し、
不安の中におびえる方々に希望と愛と信仰がもたらされますように！！

「すべての事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があな
たがたに望んでおられることです。」第1テサロニケ5:18「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「主によって
語られたことは必ず実現すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう。」 ルカ
1:45
<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。

皆様の手荷物・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/

https://astone.tv/tleafrh/


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。

3/6 第1テモテ6 3/10 第Ⅱテモテ4

7 第Ⅱテモテ1 11 テトス1

8 2 12 2

9 3 13 3

<奉仕者
＞

第1礼拝
第2礼拝 司
会・賛美

特別賛美 第3礼拝

3/6 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き
者に～

恵伝

3/13 ノア大重牧師 恵伝
ワンボイス
マス～

さんび伝

3/20 ノア大重牧師 さんび伝 GG 恵伝

2022.3.6第2礼拝賛美：

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

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

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

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

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

お知らせ
★白馬スネルゴイキャンプは祝福されました。皆様のお祈り、ご奉仕を感謝
します。
★今晩18:00～ カリスマ聖会が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。ご参加ください。
★「Jゴスペルコンテストin白馬」は4/3(日)になる予定です。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 パウロ秋元牧師をお招きして
「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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