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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

「そのように、わたしの口から出るわたしのことばも、むなしく、わたしのと
ころに帰っては来ない。必ず、わたしの望む事を成し遂げ、わたしの言い送っ
た事を成功させる。」 イザヤ書55:11
上の言葉は、イスラエルの民がバビロンに囚われた時、神が預言者イザヤを通して

語られた言葉です。苦しい捕囚(奴隷)の日々が長く、イスラエルの民は、信仰も希望
も失って諦めていたようですが「神の言葉を忘れず信仰を持ち続け、奴隷から解放さ
れる希望を持つように！」と慰めと励ましの預言が語られています。 イスラエルは
乾季(5～10月)と雨季(11月～4月)があり、雨が1滴も降らない時期には土地が荒野の
ようになります。クリスチャンライフは時に、荒野のように感じる時もあります。あ
んな言葉をもらったけど、あれは間違いだったのではないか？祈りも聞かれないし、
何の実も花もない！まるで荒野のよう！素晴らしい証し等を聞いたら、あの人はそう
だけど私は、、とへこんでしまうような事があるかもしれません。しかしそのような
私達に「必ず、わたしの望む事を成し遂げ、わたしの言い送った事を成功させる」か
ら決して諦めないで祈り期待し続けなさいよ！と語られています。

13節の“いばら” “おどろ” これはのろいのしるしですが、その代わりに祝福の“も
みの木”(クリスマスツリー いのちの象徴である緑) “ミルトス” (梅に似た白い花を
咲かせ、いつもいのちがみちている永遠のしるしとなる木)が生えるよと。荒野と化し
たイスラエルが雨期に入って緑地化されて、美しい緑で覆われるように、時が来て神
様は私達に約束の言葉の成就を見せてくださるでしょう。信じない者にならないで、
信じる者となり、用意されている最善最高の恵みを受けてゆきましょう！！詩篇1篇
「 幸いなことよ。～時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は、何をしても
栄える。 」
雲の間にある虹誌6月号には「祈りと恵みの現れ」と題してテモテ小林牧師(祈りの

ミッション)の書かれた記事が載っています。インターネットの「祈りの時間」で祈ら
れた内容が書かれてあるのですが、祈ったことがすぐ聞かれることもあり、中々聞か
れないこともあるけれど、根気良く祈ったことに神様が確実に答えてくださると書か
れてあります。 祈るべきことがあれば、まず約束のみ言葉を求めましょう。祈りが
聞かれる根拠はみ言葉です。み言葉がはっきりしないなら、聖書に書かれてある約束
のみ言葉をとらえましょう。(すべての事を感謝しなさい、主に信頼する者は失望させ
られることはない。求めなさい。神を愛する人々にはすべての事は益となる。何事で
も神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる等々)神様は
ご自身の言葉に忠実に働いてくださいます！祈りは最善の形で聞かれてゆきます。

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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2022.5.29 第2礼拝賛美：

３、最高の祝福
誰も味わったことのない 最高の祝福が与えられる
誰も味わったことのない 最高の幸せを受ける
主イエスの十字架の愛と恵み受けて 私は愛されてる
主イエスに Praise the  Lord

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

45、今日は最高の日
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
Ⅰ、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 ※< >

9、十字架の恵み
十字架の恵み 十字架の希望
十字架のゆるし受け わたしは救われた
十字架の血潮 十字架のいやし 十字架の愛に今感謝ささげます
＜イエスさま イエスさま あなたを愛します＞×２

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・スロバキヤの為にお祈りください。6/27の5か国Webコン
サートも為にお祈りください。
★6月の新宿でのカリスマ聖会は6/5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。申し込みが始まっています。祈り備えましょう！！ 5/29
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