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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

「もっとも大切なこと」

ある方が、ご主人の事を話しておられたので「ご主人の為何を祈ればいいです

か？」と問うと、その方は「救われることです。救いがあればすべての問題は解決
しますから」と言われ、的を得た答えだと思いました。聖書はこのように言ってい
ます。「～最も大切なこととして伝えたのは～キリストは、聖書の示すとおりに、
私たちの罪のために死なれたこと、 また、葬られたこと、また、聖書に従って三日
目によみがえられたこと、十二弟子に現われ、五百人以上の兄弟たちに同時に現わ
れ～私にも、現われてくださいました。」第1コリント15:3～8これを書いたパウロ
（A.D.5～67）は「熱心なユダヤ教徒の父母に育てられ、ローマ市民権を持って厳
格な律法主義のパリサイ派に属し、ギリシャ語・ヘブライ語・ラテン語を話し、エ
ルサレムの中でも有名な律法学者ガマリエルの下で学んで、当時エリート中のエ
リートでした。律法に反するからとキリスト教徒を激しく迫害しましたが、「サウ
ロ、サウロ。なぜわたしを迫害するのか。～わたしは、あなたが迫害しているイエ
スである。 」と声を掛けられ、イエス・キリストに出会った時目が開かれ、自分が
している事はとんでもない事と知らされ、悔い改めその人生が180度変わりました。
キリスト・イエスを知っていることのすばらしさを味わい知り、最も大切なこと

が何か分かり、律法主義にがんじがらめになっていた今までの価値観が完全に塗り
替えられたのです。それ等を “ちりあくた”と思う様になりました。同じように長崎
殉教聖会でいつも語られるルドビゴ茨木は若干12歳の少年でしたが、死刑執行の責
任者、寺澤半三郎が可哀そうに思い、死刑を免れさせようと「キリシタンをやめれ
ば自由になれるし、武士にもなれる。」と誘った時「永遠の命をたちまち滅びるつ
かの間の命とは代えられません。」ときっぱり断りました。聖霊ご自身が「最も大
切なこと」をこの小さな少年に知らせておられたのです。
生活してゆく上で衣食住すべては必要ですし、より良いものを求める為に皆知恵

を出し、あらゆる努力をします。人類が繁栄し、良いものを子孫に残し歴史を作っ
てゆくことは大切ですが、この“最も大切なこと”を忘れるなら、アンコのないアン
パン、或いは中身CPUのないパソコンのようです。人間は1度死ぬ事と死後に裁き
を受けることが定まっています。裁きにあわない為に、救い主をはっきり受け入れ、
日々悔い改め“最も大切なこと” に目を向けて、自分の義ではなくキリストを信じる
信仰による義、神から与えられる義を持ち永遠の望みを受けてゆきまう！！
「それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさの
ゆえに、いっさいのことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのもの
を捨てて、それらをちりあくたと思っています。それは、私には、キリストを得、
また、 キリストの中にある者と認められ、律法による自分の義ではなくて、キリス
トを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基づいて、神から与えられる義を持つ
ことができる、という望みがあるからです。」ピリピ3:8、9

<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。
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特別賛美 第3礼拝

4/10 ノア大重牧師 恵伝 again さんび伝

4/17 ノア大重牧師 さんび伝
賛美は直き
者にふさわ

しい
恵伝

4/24 ノア大重牧師 恵伝 GG さんび伝

2022.4.10 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

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

7、虹の約束
1、目の前に大きな 虹がかかる 大雨の後に 空に輝く
※< 思い出しているんだ あの時の約束

終わりじゃない これからきっと始まる >

奇跡は起こる 僕は信じている その扉が今 開かれてゆく
2、神様が用意された扉 誰も閉じることは ない ※< >

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

お知らせ
★ウクライナの為にお祈りください。
★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。お祈りくださりご参加ください。また
導かれる方をお連れください。
★TLEA神学校では、2022年度前期の授業が始まります。神学生の方は手続
きをお願いいたします。神学生を募集！導かれた方はお知らせください。
★5/1(日)ハイアットリージェンシー東京において17:00～Jゴスペルコンテ
ストKids&U21関東予選。その後カリスマ聖会が持たれます。
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