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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

「求めなさい。そうすれば与えられます。 捜しなさい。そうすれば見つ
かります。たたきなさい。そうすれば開かれます。」マタイ７:7

幼子のように混じりけない信頼をもって祈り求めましょう。1、2度祈って聞かれな
いというので諦めないで忍耐をもって、み心なら何度もしつこく祈り続けましょう。
罪以外なら何でも祈ってよいのです。また祈りの中で、示される事があれば従いま
しょう。方向を変えなさいとか、罪が示される場合は悔い改めましょう。「天におら
れるあなたがたの父が、どうして、求める者たちに良いものgood things(gifts)を下さ
らないことがありましょう。」マタイ7:11とあり、「天の父が、求める人たちに、ど
うして聖霊を下さらないことがありましょう。」とルカ11:13 には書いてあります。
日々私達は多くの求める祈りをして聞き入れられています。「主をおのれの喜びと

せよ。主はあなたの心の願いをかなえてくださる。」詩篇37:4 願いが叶って嬉しい
事も沢山体験しました。不可能と思えることも、祈りによって解決を見ることが出来
ます。 ある時、店の前の溝の中に自転車のカギが落ちました。その溝はコンクリー
トの蓋があり、所々に鉄格子ががっちりはめてあり、その隙間から落ちたので「ああ
見つからない！」と瞬間思いましたが祈りがあります。感謝して祈っていたら「店員
さんに伝えなさい。」という思いが来たので、店員さんに言いました。すると「この
溝にカギを落とす方が多くて」と言って、何やら不思議なものを持ってこられました。
それは先に磁石のついた長いひもでした。それを鉄格子の隙間からスルスルと入れて、
磁石にくっ付いた私のカギを簡単に取り出してくれたのです。もし祈らなかったらカ
ギは手元に戻らなかったでしょう。祈りは私達の生活に欠かせないカギですね。こん
な日常の出来事と共に大きな問題にも関わってきます。
昨年末、チェコのサリー宣教師が神様に示されて5か国のクリスマスコンサートを

Webで放映され、大きな反響がありました。その5か国の中に今注目されているウク
ライナやスロバキヤ、ポーランドが含まれているのです。その後思いがけないロシア
のウクライナ侵攻が起こり、苦境に立たされているウクライナに世界が注目していま
すが、私達も真剣にウクライナの為に祈り、捧げ、戦争により難民になった人を支え
ているスロバキヤの教会にも援助の手を差し伸ばすことが出来ています。コンサート
をするように言われたのは神様であり(6月に2回目のコンサート) 従順されたことに
より30年来の預言が成就され、ヨーロッパの働きが東ヨーロッパ (チェコ、ポーラン
ド)から始まり、神様のご計画はどんどん進展発展しています。
自分の事を求めることも重要ですが、聖霊を求めることによって、身近なことから

世界大の神のご計画を捉えることが出来ます。そしてそのわざにあずかるようになり
ます。(ヨハネ14:12) 予測不能な世の中だと言われますが、そうではありません。
聖書には未来永遠の事も預言してあり、その中で、私達が日々捉らえなければならな
いみ言葉を用意されてあります。「愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に預
言することを熱心に求めなさい。」第1コリント14:1

<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/

https://astone.tv/tleafrh/


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。
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<奉仕者＞ 第1礼拝
第2礼拝
司会・賛美

特別賛美 第3礼拝

5/8 ノア大重牧師 恵伝 G・G さんび伝

5/15 ノア大重牧師 さんび伝 MTC 恵伝

5/22 ノア大重牧師 恵伝 again さんび伝

2022.5.8 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

27. ほまれあれ
主に感謝 ささげて生きる 主に賛美 ささげて歌う
賛美の中に 住まわれる方 聖なるみ名を ほめ歌う
ほまれあれ とこしえに 主のみ名に 栄光あれ
わがすべて ささげます とわに主を 礼拝し生きる

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

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
十字架の恵み 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 すべて造られたものは言う
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・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。
★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！！ 5/8
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