「わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。
おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとと
もにあるからである。」 ヨシュア記1:9
ヨシュア記はモーセが死んだ後、モーセの従者であったヨシュアが後継者として立
てられ、“イスラエルがカナンの地に侵入し、部族ごとに土地を分割した時の記録“が
描かれてあります。神に従順する民に与えられた勝利の書です。「ヨシュア」という
のは「イエス」と同じく「主は救い」という意味です。
今日のみ言葉はカナンに攻め入ろうとする時に神がヨシュアに励まして言われた言
葉です。民数記13、14章のあたりに、偵察に遣わされた人がカナンの地に入ってゆく
ことの困難さをつぶやいています。しかしヨシュアとカレブだけは違った心で「もし、
私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだ
ろう。あの地には、乳と蜜とが流れている。」民数記14:8と言いました。
コロナで閉ざされていた海外宣教の扉が開き始めています。ドイツはじめヨーロッ
パに・タスマニア島に遣わされるという事で、いよいよ語られていた通り、「カナン
の地」に入るイスラエルの民のように新しい歩みが進んでいます。コロナだけではな
く、戦闘にも関わり、大変なリスクを抱える宣教となるでしょう。ヨシュアのように
カレブのように、信仰をもって宣教するわざが祝福されますように！また宣教に遣わ
される人だけではなく、祈る私達にも、教会全体の各人の実際的な生活の中でも様々
な困難問題があるでしょう。神様はヨシュアに語り掛けられたように私達にも語って
おられます。「強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならな
い。 」と。「あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるか
らである。」
<ペンテコステ>「しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を
受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、
わたしの証人となります。」 使徒1:8
「五旬節の日になって、みなが一つ所に集まっていた。 すると突然、天から、激しい
風が吹いて来るような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。 また、炎のよ
うな分かれた舌が現われて、ひとりひとりの上にとどまった。 すると、みなが聖霊に
満たされ、御霊が話させてくださるとおりに、他国のことばで話しだした。 」使徒
2:1～4

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。

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! 🎵

2022.6.5 第2礼拝賛美：
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
35．イエスの御名によって
１．イエスイエス あなたの十字架によって
イエスイエス ゆるされ救われた
２．イエスイエス あなたの御名によって
イエスイエス 私は癒された
３．イエスイエス あなたの御名ほめたたえる
イエスイエス 王の王 主の主
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
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

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
★今晩18:00～第1セッション GLTV(Jゴスペル) 第2セッションカリス
マ聖会 が行われます。ご参加ください。
★ウクライナ・スロバキヤの為にお祈りください。6/28の5か国Webコン
サート(チェコ・ポーランド・スロバキヤ・ウクライナ・日本)はウクライ
ナの為のチャリティーコンサートです。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！！ 6/5

