「信仰も、もし行ないがなかったなら、それだけでは、死んだもので
す。 」ヤコブ書2:17
信仰があると言っても、行いがないなら何の役に立つでしょう。
その人が何を必要としているのか？神様に聞くことが大切です。
的を外しているなら、その人に恵みがなく、救うことが出来ません。
信仰ももし行ないがなかったなら、衣食住がない場合
「安心して行きなさい。暖かになり、十分に食べなさい。 」というだけでは、
“死んだものです“と聖書は言っています。
教会のプリンターが故障しました。何度も感謝の対応で直ったこともありますが、
今回は故障しました。この事も感謝しています。すべてのことが益になるからです。
いつもあるはずのものがないという事は本当に不便です。
この事を通して、戦時中のウクライナの事を想い強く祈らされます。
衣食住ライフラインが絶たれるという事は想像を絶する苦悩でしょう。
ロシア軍がウクライナに侵攻数売る前に、チェコ、ポーランド、ウクライナ、スロバ
キヤ、日本の5か国合同クリスマス・コンサートがWebで放映され、大きな反響を受
けました。まさに神様が導かれたのですね。
後で、そのその1部(ウクライナの賛美)を観ましょう！
TLEA東京アンテオケ教会はすぐ反応して皆に呼びかけ、ウクライナの為の献金を集め
送金しました。私達FRH教会も参加できたことを感謝します。
これからも支援してゆけますように！
行いを伴った信仰で評価されているアブラハムとラハブの場合。
①待ちに待ってやっと与えられた息子イサクをいけにえとして捧げなさいと言われた
アブラハムは神の言葉に従いました。(創世記22:1～)
②エリコの遊女ラハブはイスラエルの斥候を危険を承知でかくまいました。(ヨシュア
記2:1～)

<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/

TLEA FRH
(天に登録されている長子たちの教会）
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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! 🎵

2022.5.1 第2礼拝賛美：
１、Frontiers
愛を携えて 世界へ出てゆこう 希望に満ち溢れ 旅立とう全世界へ
誰も歩いたことのない 道を安全に進もう
リバイバルの幻を 心の板に書き記せ
1、<遅くなってもそれを待て 必ず来る
遅れないで 偉大なる王イエス・キリストの 言葉は変わらない>
2、<全ての造られた者に福音を宣べ伝えよう
未来は作り出せるもの 主が共におられる>
愛を携えて 世界へ出てゆこう 今はどんなに厚い 雲が覆っていても
未知なる道を行く 主の手に導かれ 希望に満ち溢れ 旅立とう全世界へ
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※< >

11、マラナタマラナタ
1．聖なる都 天のエルサレム 主がともに住み 栄光が満ちる
死も悲しみも 苦しみもない 見よ主はすべてを 新しくする
2．この世のいのち つかの間の時 永遠の命 喜び満ちる
天の故郷を 目指して生きる マラナタ マラナタ
主よ 来てください
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
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

奉仕者
<奉仕者＞
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コロナ対策:
油断することなくマスクの着用。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
★ウクライナ・スロバキヤの為にお祈りください。
★TLEA神学校では、2022年度前期の授業が始まっています。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。★今晩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19:00頃～カリスマ聖会が持たれま
す。★5/5(木)17:00～ザ・高円寺2において The Vision の主催で“ここ
ろごすぺる”がひらかれます。ご参加ください。
★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。祈り備えましょう！！ 5/1

