
聞け我らの賛美 

1.主の家は踊り出し　喜びが町に 
不不義は主にひれふし　⼈人は変えられる 

⼭山から⾕谷へと主の歌　響け 
全ての国⺠民　賛美で満たせ 

2.主の光よ　輝け　暗やみを照らせ 
⼗十字架の栄光よ　全地に満ちよ 

⼭山から⾕谷へと主の歌　響け 
全ての国⺠民　賛美で満たせ 

ハレルヤ　ハレルヤ　ハレルヤ　ハレルヤ 



Hallelujah to the Laｍb 

⼦子⽺羊イエスの⾎血潮で　罪贖われた 
われらは 主の⺠民　御前に⽴立ち 

⾔言葉に 表せない　感謝と賛美を 
⼒力力の限り ⼼心から　捧げます 

ハレルヤ ハレルヤ　全ての⺠民よ 
ハレルヤ ハレルヤ　あがめよ御前で 
ハレルヤ ハレルヤ　つくられしものよ 
栄光と 誉れと　賛美は⼦子⽺羊にあれ 



What a Beautiful Name It Is 

1. 初めにことばあり　いと⾼高き神 
創造の栄光が　イエスに現れ 

What a beautiful Name it is　×２ 
その名　イエス　我が王 
What a beautiful Name it is　唯⼀一の御名 
What a beautiful Name it is　その名イエス 

2. 私たちのために　天をもたらし 
罪より⼤大きい愛　分かつ物ない 

What a wonderful Name it is　×２ 
その名　イエス　我が王 
What a wonderful Name it is　唯⼀一の御名 
What a wonderful Name it is　その名イエス 

死に勝利利　幕が裂け　罪と死を静め 
よみがえり　栄光を　天は声を上げ並ぶもの 
他にない　とわに治める主 
栄光と御名と御国　全てあなたのもの 

What a powerful Name it is　×２ 
その名　イエス　我が王 
What a powerful Name it is　雄々しい神 
What a powerful Name it is　その名イエス



Way Maker 

1. ここに　おられる主　あなたを　崇める 
ここで　働く主　あなたを　崇める 

主は　道を切り開き　奇跡をおこされる 
神　それがあなた 
主は　約束を守り　暗闇照らさられる 
神　それがあなた 

2.⼼心　動かす主　あなたを　崇める 
⼼心　癒す⽅方　あなたを　崇める 
⼈人⽣生　変えられる　あなたを　崇める 
⼼心　満たす⽅方　あなたを　崇める 

主は　道を切り開き　奇跡をおこされる 
神　それがあなた 
主は　約束を守り　暗闇照らさられる 
神　それがあなた 

それがあなた　わたしの神 
それがあなた　わたしの神 

例例え⾒見見えない時も　感じられない時も 
あなたは働かれる　変わらず働かれる



How Great Is Our God 

1. 偉⼤大なかた　たたえます 
喜びが地に満ちる 
光をまとう　あなたの姿  
暗闇は逃げてゆく 

わが主よ　偉⼤大なる神 
⼒力力ある君　イエスよ 

2.御⼿手の中に 時は流れ 
この世界はつくられる 
⽗父 御⼦子 御霊(みたま)　  ひとつの神 
われらの王 救い主 

わが主よ　偉⼤大なる神 
⼒力力ある君　イエスよ 

わがたましい　主をほめよ 
偉⼤大な君　イエスよ 

How great is our God, sing with me  
How great is our God and all will seeHow great, 
how great is our God



4 月 12 日（日）キリストの復活の証人 

 

（マタイ 27：45～51） さて、十二時から、全地が暗くなって、三時まで

続いた。三時ごろ、イエスは大声で、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」

と叫ばれた。これは、「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになっ

たのですか。」という意味である・・・そのとき、イエスはもう一度大声で

叫んで、息を引き取られた。すると、見よ。神殿の幕が上から下まで真二

つに裂けた。 

 

（マタイ 28：５～７） 御使いは女たちに言った。「恐れてはいけません。

十字架につけられたイエスを捜しているのを、私は知っています。ここに

はおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。

来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、弟

子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられた

こと、そして、あなたがたより先にガリラヤに行かれ、そこで、お会いで

きるということです。」 

 

（へブル 13：20） 永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエス

を死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより、御前

でみこころにかなうことを私たちのうちに行ない、あなたがたがみこころ

を行なうことができるために、すべての良いことについて、あなたがたを

完全な者としてくださいますように。 

 

（箴言１３：１２） 期待が長びくと心は病む。望みがかなうことは、い

のちの木である。 

 

（ヨハネ１２：２４） 一粒の麦は、もし地に落ちて死ななければ、一粒

のままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。 

 

（エレミヤ 31：23～26） わたしが彼らの繁栄を回復するとき、…わたし

は疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。――ここで私は

目覚めて、見渡した。私の眠りは心地よかった。 

 

（詩篇 139：16-18） この地上に生まれる前から、私が形作られる前から、

あなたの目は胎児の私に注がれ、私の生涯にわたる計画も、あなたの書物

に記されていました。私の日々が、まだ 1 日も始まらない内に。…あなた

の私に対する願いと思いは、なんと素晴らしく、計り知れないことでしょ

うか。それは海岸の砂の数よりも多いのです。 

 

（１コリント 15：４-10） キリストは、聖書の示す通り、三日目によみが

えられました。またペテロに現れ、12 弟子に現れました。その後キリスト

は５００人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数は今も生

き残っていますが、すでに眠った者もいます。 

その後キリストはヤコブに現れ、使徒たち全員に現れました。そして最

後に、月足らずで生まれたような私にも現れてくださいました。私は使徒

の中で最も小さい者であって、使徒と呼ばれる価値のない者です。神の教

会を迫害したからです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりま

した。そして、私に対するこの神の恵みは、むだにはならず、私はほかの

すべての使徒よりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある

神の恵みです。 



WELCOME! 教会はみなさまを心から歓迎します！ 
 

＊当教会でのハウスルールについて 

１． 礼拝中、携帯電話をお切りいただくか、マナーモードにしてください。 

２． 礼拝堂内へのお水以外の飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 

３． ペットボトルドリンクはカフェテリアで 100円で購入できます。 

４． 当教会は全館禁煙です。また、教会周辺での喫煙はご遠慮ください。 

 

＊聖書を学びたい方へ 

現在オンラインにてバイブルスタディクラスを行っています。 

ご興味がおありの方は教会スタッフまでお声かけください。 

        

＊教会員名簿、Q Tメール配信登録 

 

          ご登録がまだの方はこちらの Q Rコードよりご登録ください 
       ※迷惑メール防止のため設定をされている場合は､設定を解除するか､

下記のアドレスをドメイン指定受信してください｡ info@21ccc.jp 

また、迷惑メールフォルダや違うフォルダに入っている可能性があ

りますのでそちらもご確認下さい。設定方法こちらのサイトを参考に

して下さい。https://is.gd/rrXYp8 

 

 

＊ライフグループについて 

ライフグループは、教会内で信仰生活を共に分かち合う神の家族の集まりです。聖

書の理解を深め、それぞれの祝福を祈り合います。みなさまのチャーチライフを応

援します。当教会では、まずライフグループに所属することをお勧めしています。 

ライフグループに参加希望の方は教会スタッフにお声がけください。 

 

 

＊祈りの課題 

新型コロナウィルスに感染された方、亡くなられた方々、医療従事者、経済的に打

撃を受けた方々など、すべての人々に必要な助けと力が与えられるよう、また主の

守りと御心が成されるようにお祈りください。 

 

 

２１世紀キリスト教会 礼拝時間 

            準備祈禱会 9:00  広尾の教会 

第一礼拝  11:00 広尾の教会 

第二礼拝 15:00 淀橋の教会 

水曜礼拝 19:00 広尾の教会 

日曜ヒーリングルーム 受付 10:00-10:30  小礼拝堂 

                      

２０２０年４月１２日の週 

 
「キリストの復活の証人」 長田晃牧師 

 

 

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止として、水曜、日曜共に教会での礼拝はお休

みとさせていただきます。 

日曜 11時礼拝はライブ配信しておりますので、教会ホームページの Webチャー

チ(www.21ccc.jp/web_church)より礼拝にぜひご参加ください。 

Facebook ページにても配信させていただいております。 

※礼拝献金・什一献金・感謝献金はお振込みにて献金することが可能です。 

詳しくは当教会ホームページ(www.21ccc.jp/offering)よりご確認ください。 

★Facebook ページにて、増山牧師が毎日メッセージをアップされています！ 

  こちらもぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

2. 各クラスのお知らせ 

4月 12日は全クラス開講されます。 

引き続きオンライン受講にてご参加ください。 

全クラスオンライン受講に伴い、修了にはレポート提出が必要となっています。

各クラスごとに提出をお願い致します。 

 

また、各 E セミナーについては 5 月に開催予定でしたが、今後の状況を見なが

ら検討し、方針を決定次第お伝え致します。 

 

 

 

 

3. プロフェティック(預言)アートクラスのお知らせ 
聖霊の導きによって励ましと癒しの絵を描きます。 
4月の予定は、18日(土)・29日(祝・水)です。 
お問い合わせ、お申込みは高井理子姉までお願いします。 

https://is.gd/rrXYp8
http://www.21ccc.jp/web_church
http://www.21ccc.jp/offering
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続いた。三時ごろ、イエスは大声で、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」

と叫ばれた。これは、「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになっ

たのですか。」という意味である・・・そのとき、イエスはもう一度大声で
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（ヨハネ１２：２４） 一粒の麦は、もし地に落ちて死ななければ、一粒
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は疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。――ここで私は

目覚めて、見渡した。私の眠りは心地よかった。 
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（１コリント 15：４-10） キリストは、聖書の示す通り、三日目によみが
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後に、月足らずで生まれたような私にも現れてくださいました。私は使徒
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