「私たちはみな、多くの点で失敗をするものです。もし、ことばで失敗をしない人が
いたら、その人は、からだ全体もりっぱに制御できる完全な人です。」ヤコブ書3:2
「また、船を見なさい。～ごく小さなかじ～を取る人の思いどおりの所へ持って行
(天に登録されている長子たちの教会）
Church of the Firstborn who are Registered in Heaven
かれるのです。 同様に、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。～
小さい火があのような大きい森を燃やします。 ～舌は私たちの器官の一つですが、か
らだ全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。」ヤコ
主任牧師：イエス・キリスト
ノア勝裕＆和子
ブ書3:4～6 まさに人の言葉一つで人生が決定されるのです。私達がどんな言葉を語
ろうと、思ったことを言うのは勝手だと言われるかもしれません。しかし聖書にはこ
のように記してあるのです。「人はその口にするあらゆるむだなことばについて、さ
ばきの日には言い開きをしなければなりません。 」マタイ12:36
（シロアム：遣わされた者 ヨハネ９：７）
自分で命を絶つ人達のニュースを見るのは本当に辛いことです。その原因は本人に
しか分からないかもしれませんが、推測した統計で報道されている原因は ①健康問
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題 ⓶経済、生活問題 ③仕事 ④家庭・・・(お互い関係しあっているでしょう。)
亡くなった後でそういえばこのように言っていた、、、と報道されますが、語った言
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、
葉に影響されていることはかなり多いように思います。「鼻で息をする人間をたより
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。
にするな。 」イザヤ書2:22 「彼に信頼する者は、失望させられることがない。」
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)
ローマ書10:11 日頃から主に信頼することを心掛け、絶対に裏切らないお方である
神様を体験し、その信仰にしっかり立ってこのお方を伝えてゆきましょう。心の思い、
<主の祈り>
口の言葉はその方の人生に大きく関わっています。「『やっぱり駄目だ！』でも可能
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
にしてくださるお方がおられる。」という風に。「私の口のことばと、私の心の思い
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
とが御前に、受け入れられますように。」詩篇19:14「人はその口の実によって良い
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
ものに満ち足りる。 」箴言12:14、箴言13:3 「悪いことばを、いっさい口から出し
我らを試みにあわせず 悪より救い出し給え
てはいけません。ただ、必要なとき、人の徳を養うのに役立つことばを話し、聞く人
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
に恵みを与えなさい。」エペソ書4:29
人を変えた一言というのがあります、その人の人生にダメージを与えたり、おとしめ
Our Father in Heaven. Hallowed be your name, Your kingdom come.
る言葉ではなく、私達の語った一言で軌道修正され、生きる希望が湧いたというよう
Your will be done on earth as it is in heaven.
な励ましと慰めの言葉、未来を示す信仰の言葉をかけられるようになりたいものです。
Give us today our daily bread.
再臨、終末の時は近いです。目を覚まして聖霊に満たされ、親切で、塩味のきいた言
Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors.
葉を語る者となりましょう！ 以下 児童文学者の山本有三さんが紹介した詩
And lead us not into temptation but deliver us from the evil one.
ドイツの詩人ツェーザル･フライシュレン作
For yours, is the kingdom and the power and the glory, for ever．Amen．
心に太陽を持て 心に太陽を持て。あらしがふこうと､ふぶきがこようと､
天には黒くも、地には争いが絶えなかろうとも､
<使徒信条>
いつも心に太陽を持て、くちびるに歌を持て、
我は天地の造り主
全能の父なる神を信ず
あかるくほがらかに、自分のつとめ､自分のくらしに､
我はその独り子
我らの主イエス・キリストを信ず
よしや苦労が絶えなかろうと､いつもくちびるに歌を持て。
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
苦しんでいる人なやんでいる人には､こう、はげましてやろう。
みを受け 十字架につけられ 死にて葬られ よみにくだり
｢勇気を失うな､くちびるに歌を持て、心に太陽を持て､｣
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
<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
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
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。
身体のよみがえり とこしえのいのちを信ず アーメン
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

TLEA FRH

Siloam

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

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

2022.5.15

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
46．いつも喜んでいよう
いつも喜んでいよう 絶えず祈り続けよう
すべての事について 感謝捧げよう
すべては 必ず益に変る あなたの言葉があるから
与えられた信仰によって 私は勝利を見る
いつも喜んでいよう 絶えず祈り続けよう
すべての事について 感謝捧げよう
45、今日は最高の日
１、朝日が昇って 今日も始まる ううー 窓を開けると さわやかな風が
どんな日になるかな ワクワクするよーううー
神様に委ねて 今日も生きるよ
まるでドラマのような 1日になるかも
どんな事があっても 最後はハッピーエンド
※< 歌おう 踊ろう 僕は愛されているよ
歌おう 踊ろう 今日は最高の日 >
2、落ち込む時もある 泣きたくなる時も そんな時にも 喜び歌おう
どんな日になるかな ワクワクするよーううー
神様に委ねて 今日も生きるよ
全ては益になる がっかりすることも
神様のシナリオは 最後は必ずハッピーエンド※< >
28．ゆだねます
ゆだねます あなたの恵みに
ゆだねます あなたのあわれみに
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＞

第1礼拝

第2礼拝
司会・賛美

特別賛美
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ノア大重牧師

さんび伝

MTC

恵伝
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ノア大重牧師

恵伝

again

さんび伝
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ノア大重牧師

さんび伝

賛美は直き
～

恵伝
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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、5ヵ国のWeb コンサートの為にお祈りく
ださい。
★5/5に開かれた「こころごすぺる」の映像が届いています。視聴しま
しょう。
★6月のカリスマ聖会は6/5(日)です。お祈りください。
★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。今日から申し込みが始まりました。祈り備えましょう！！
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