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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

「復活の力・神の言葉」
私達の人生に生死をさ迷う病いや、不安と恐怖に悩まされる問題といったまさに長

い出口のないトンネルを通らされる様な時もあるでしょう。しかし前方に小さな光が
見え、それがどんどん大きくなると、何とも言えない解放感と明るい希望が湧いてき
ます。 放蕩息子の話(ルカ15:11～)はよくご存じだと思います。二人の兄弟がいて、
弟の方は父に財産を分けてもらい、遠い国で放蕩三昧し、そこに飢饉が起こり、食べ
るにも事欠くようになった時、ハッと我にかえり悔い改めるのです。赦しを請い 召
使にして雇ってくださいと父親のもとに帰ります。父親は今日か明日かと息子の帰り
を待ちわびていたので、喜んで息子を迎え、それだけではなく、一番良い衣服を着せ、
指輪をはめ、靴を履かせて宴会を開いて歓迎します。どうしてこんな姿になったの
か？一体財産を何に使ったのか？と問う事もしません。これが父(神)の愛です。一方、
真面目に父のもとで働いていた兄がそれを見て怒るのです。父は言います。「おまえ
の弟は、死んでいたのが生き返って来たのだ。いなくなっていたのが見つかったのだ
から、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。」“死んでいたのに生きて帰ってきた“まさ
に復活です！この弟の姿こそ罪赦された私達人間の姿です。肉体は生きていても、神
様から頂いたものを持って、父(神)のもとから遠く離れ、自分の思うように生きてき
た弟のような私達です。コロナ、災害、戦争と戦争のうわさ・・・心は揺さぶられ、
経済は破綻し、体も弱って弱り目に祟り目といった苦境に陥った時、まさに長く続く
トンネルに閉じ込められた様な時、初めて我にかえり父のもとに帰ろうとした姿！！
受難週はこのトンネルに閉じ込められている期間といえるでしょう。しかしその暗闇
に小さな光があります。十字架の贖いと復活という光！これが全人類に与えられた福
音です。
神様は言葉をもって神様のわざを成し、復活の力を表し、私達をどんなに愛してい

るかを知らせてくださいます。神の言葉を聞きましょう！！また今まで語られた言葉
を大切にしましょう。まだ聞いていない方は神様に言葉を求めましょう！神の言葉は
必ずなると信じた者は何と幸いでしょう！！前途がどんなに暗闇であろうとトンネル
の先には光があり、その光は闇に打ち勝たない勝利と復活の力です。ですから感謝し、
放蕩息子が悔い改めて促しによって家に帰ったように、私達も感謝し、主に従うなら
ば、迎えられた放蕩息子のように神の愛を存分に受けることが出来るのです。(もし従
わなければ、、、彼の生涯は全く違ったものとなるでしょう。) 神の言葉は「むなし
く、私の所に帰っては来ない。必ず、私の望む事を成し遂げ、私の言い送った事を成
功させる。」 ので、my storyや your storyではなく、父なる神様と共に歩む His
story(愛の神様のご計画)を歩ませてくださいます。復活の力を受けましょう！神の用
意しておられる光の道を歩みましょう！！「そのように、私の口から出る私のことば
も、むなしく、私の所に帰っては来ない。必ず、私の望む事を成し遂げ、私の言い
送った事を成功させる。」イザヤ書55:11

<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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2022.4.17 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

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

25. You Are My Healer
You Are My Healer あなたは癒し主
You Are My Healer 我救い主

22. 御座にすわる方に
天が開かれ新しい歌を
やがて顔と顔合わせ あなたを賛美します
み座にすわる方に 賛美と誉と
栄光と力が 永遠にあるように

お知らせ
★ウクライナの為にお祈りください。
★今週土曜日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。
★白馬キャンプは“プレ”7/19(火) “本キャンプ”7/20(水)～7/22(金) です。
祈りましょう！！ 4/17
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