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序乐



圣殿充满赞美
圣殿充满赞美，我心充满平安

喜乐与荣光，祂奇妙的赐给我

颂赞耶稣的名，赦我罪赐自由

让圣殿充满赞美，使圣灵居住我心

主の栄光宮に、主の平和うちに
主の喜び、心に満ちる

イエスのみ名により 罪きよめられ
今みたまが我が こころに住まわれる

主
の
栄
光
宮
に



宣召



齐声赞美



只要信他 生命圣诗#208
1 被罪壓傷的人，快來接受 恩主愛憐，

祂要救你，安你心懷，只要信祂 恩言。
副 只要信祂，只要信祂，現在要信祂，

祂必救你，祂必救你，現在必救你。

ｱ つかれし世人（よびと）よ、救い主の
みもとに来たりて、やすきをえよ

♪ ただ主を、ただ主を、たよれかし
今主は、今主は、すくい給（たも）う



只要信他 生命圣诗#208
2 耶穌為你曾流寶血，賜下恩典豐盛，

快來投入此寶血泉，必白如雪潔淨。
副 只要信祂，只要信祂，現在要信祂，

祂必救你，祂必救你，現在必救你。

ｲ すくい主イエスは、血を流して
すくわるるみちを、ひらきませり

♪ ただ主を、ただ主を、たよれかし
今主は、今主は、すくい給（たも）う



只要信他 生命圣诗#208
3 耶穌就是道路，真理，領你進入安息，

快信靠祂勿再遲疑，必得永生福氣。
副 只要信祂，只要信祂，現在要信祂，

祂必救你，祂必救你，現在必救你。

ｳ やすきうる道は、ほかにあらじ
ためらわずきたり、すくいをえよ

♪ ただ主を、ただ主を、たよれかし
今主は、今主は、すくい給（たも）う



只要信他 生命圣诗#208
4 請來加入這聖潔隊，同往榮耀天鄉，

美麗天城無憂無淚，永享福樂無疆。
副 只要信祂，只要信祂，現在要信祂，

祂必救你，祂必救你，現在必救你。

ｴ すくい主イエスは、血を流して
すくわるるみちを、ひらきませり

♪ ただ主を、ただ主を、たよれかし
今主は、今主は、すくい給（たも）う



我信上帝，全能的父，创造天
地的主。我信我主耶稣基督，
上帝独生的子；因圣灵感孕，
由童贞女马 利亚所生；在本丢
彼拉多手下受难，被钉于十字
架，受死，埋葬；降在阴间；
第三天从死人中复活；升天，
坐在全能父上帝的右 边；将来
必从那里降临，审判活人、死
人。我信圣灵；我信圣而公之
教会，我信圣徒相通；我信罪
得赦免；我信身体复活；我信
永生。 阿们！

我は天地の造り主、全能の父なる神ず。
我はそのひとり子、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、陰府にくだり、三日目に
死人の内よりよみがえり、天にのぼり、
全能の父なる神の右に座したまえり。
かしこより来りて生ける者と死にたる者
とを審きたまわん。我は聖霊を信ず。聖
なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の
ゆるし、からだのよみがえり、とこしえの
命を信ず。

アーメン

使徒信经 使徒信条



祷告



我们在天上的父，愿人都尊 祢
的名为圣，愿祢 的国降临，愿
祢的旨意，行在地上，如同行在
天上。我们日用的饮食，今日赐
给我们；免我们的债，如同我们
免了人的债。不叫我们遇见试探，
救我们脱离凶恶；因为国度，权
柄，荣耀，全是 祢 的，直到永
远。 阿们！（太6 :9-13）

天にまします我らの父よ。ねがわく
は御名をあがめさせたまえ。御国を
来たらせたまえ。みこころの天になる
ごとく、地にもなさせたまえ。我らの
日用の糧を、今日も与えたまえ。
我らに罪をおかす者を、我らがゆる
すごとく、我らの罪をもゆるしたまえ。
我らをこころみにあわせず、悪より救
いだしたまえ。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

主祷文 主の祈り



齐声赞美



兴起为耶稣
1 兴起兴起为耶稣，十架忠勇精兵，

高举基督君王旗，莫损我主威名；
得胜不断的得胜，因主统领全军，
直到仇敌皆消灭，惟主基督是君

2 兴起兴起为耶稣，遵从号角军令，
今天是主荣耀日，快向敌阵进攻；
同心服役主旗下，勇抗仇敌万千，
危险时胆量更壮，力量必大增添。

生命圣诗#377



兴起为耶稣
3 兴起兴起为耶稣，只靠救主大能，

血气之勇难依靠，己力不能得胜；
穿上福音的盔甲，虔诚祷告警醒，
危险重任不畏惧，靠主必能得胜。

4 兴起兴起为耶稣，争战不会久长，
今日虽有干戈声，明日凯歌高唱；
忠心奋勇得胜者，必得生命冠冕，
兴于荣耀大君王，掌权直到永远。

生命圣诗#377



证道题目：
「求主赐胆量」

讲道:

马宏伟 牧师

经文:
使徒行传4:23‐31



23二人既被释放，就到会友
那里去，把祭司长和长老所
说的话都告诉他们。

24他们听见了，就同心合意
地高声向 神说：“主啊，
你是造天，地，海和其中万
物的，

23釈放されたふたりは、仲間の
ところへ行き、祭司⾧たちや⾧老
たちが彼らに言ったことを残らず
報告した。
24これを聞いた人々はみな、心
を一つにして、神に向かい、声を
上げて言った。「主よ。あなたは
天と地と海とその中のすべてのも
のを造られた方です。

证道经文
使徒行传4:23-31 使徒の働き4:23-31



25你曾藉着圣灵托你仆人，
我们祖宗大卫的口说：‘外
邦为什么争闹？万民为什么
谋算虚妄的事？

26世上的君王一齐起来，臣
宰也聚集，要敌挡主，并主
的受膏者。’

25あなたは、聖霊によって、あな
たのしもべであり私たちの父であ
るダビデの口を通して、こう言わ
れました。『なぜ異邦人たちは騒
ぎ立ち、もろもろの民はむなしい
ことを計るのか。
26地の王たちは立ち上がり、
指導者たちは、主とキリストに反
抗して、一つに組んだ。』

证道经文
使徒行传4:23-31 使徒の働き4:23-31



27希律和本丢彼拉多，外邦
人和以色列民果然在这城里
聚集，要攻打你所膏的圣仆
耶稣，

28成就你手和你意旨所预定
必有的事。

27事実、ヘロデとポンテオ・ピラト
は、異邦人やイスラエルの民と
いっしょに、あなたが油をそそが
れた、あなたの聖なるしもべイエ
スに逆らってこの都に集まり、

28あなたの御手とみこころによっ
て、あらかじめお定めになったこと
を行いました。

证道经文
使徒行传4:23-31 使徒の働き4:23-31



29,30他们恐吓我们，现在
求主监察。一面叫你仆人大
放胆量，讲你的道；一面伸
出你的手来医治疾病，并且
使神迹奇事因着你圣仆人耶
稣的名行出来。

29主よ。いま彼らの脅かしをご
覧になり、あなたのしもべたちに
みことばを大胆に語らせてくださ
い。
30御手を伸ばしていやしを行わ
せ、あなたの聖なるしもべイエス
の御名によって、しるしと不思議
なわざを行わせてください。」

证道经文
使徒行传4:23-31 使徒の働き4:23-31



31祷告完了，聚会的地方震
动，他们就都被圣灵充满，
放胆讲论 神的道。

31彼らがこう祈ると、その集まっ
ていた場所が震い動き、一同は
聖霊に満たされ、神のことばを大
胆に語りだした。

证道经文
使徒行传4:23-31 使徒の働き4:23-31



证道题目：
「求主赐胆量」

讲道:

马宏伟 牧师

经文:
使徒行传4:23‐31



求主賜膽量

【前言】

年度主題：“肩負使命，見
證主愛。”
我們只有靠神的帶領才能

夠方向正確；只有靠神的愛
才能夠有飽滿的熱情；只有
靠神的能力才不致疲倦；只

有在基督裡，被聖靈充滿，

才能夠放膽與主同工。

主に勇気を求める

【はじめに】

今年のスローガンは、「使命を背

負って、主の愛を伝える」です。

神の導きに従ってこそ正しい方向

へ進めます。神の愛を持ってこそ

情熱があるのです。神の力に頼っ

てこそ疲れることがないのです。キ

リストにあって、聖霊に満たされて

こそ大胆に主とともに働くことがで

きるのです。



大綱：

一、阻力與聖工（23-28）
1.阻力
2.顛覆
二、求主賜膽量（29-31）

1.祈求
2.回應

アウトライン

一、抗力と御業（23-28）

1.抗力
2.転覆
二、主に勇気を求める（29-31）

1.お祈り
2.応え



一、阻力與聖工（23-28）
1.阻力

23二人既被釋放，就到會
友那裏去，把祭司長和長老

所說的話都告訴他們。24他
們聽見了，就同心合意地高

聲向神說：「主啊！你是造天、
地、海，和其中萬物的，

一、抗力と御業（23-28）
1.抗力

23 赦された二人は仲間の所に
行って、（最高法院の）大祭司連

や長老たちが言ったことを報告し

た。

24 聞くと彼らはいっせいに、神に
向かって声をはりあげて祈った、

「主よ、』あなたは、天と地と海とそ

れらの中の一切の物とをお造りに

なりました。』



25你曾藉著聖靈，託你僕人
－我們祖宗大衛的口，說：
外邦為甚麼爭鬧？萬民為

甚麼謀算虛妄的事？

26世上的君王一齊起來，臣
宰也聚集，要敵擋主，並主

的受膏者。

25 あなたはわたし達の先祖、あ
なたの僕ダビデの口をもって、聖

霊により、こう言われました。『な

にゆえ異教人らは騒ぎたち民ども

は空しいことをたくらむのか。

26 地上の王たちは勢ぞろいをし
主権者たちは一緒に集まって主

とその（油注がれた）救世主とに

反抗する。』



2.顛覆
27希律和本丟‧彼拉多，

外邦人和以色列民，果然在

這城裏聚集，要攻打你所膏

的聖僕耶穌，28成就你手和
你意旨所預定必有的事。

2.転覆
27 （そして、この預言は成就しまし
た。）実際ヘロデ［アンテパス］（王）と

（総督）ポンテオ・ピラトとは』異教人

らや』イスラエル人の『民ども』と共に、

『あなたに油を注がれて（救世主とし

て聖別され）た、』あなたの聖なる僕

イエスに敵対してこの（エルサレム

の）都に『集まり、』28 あなたの力強
い御心をもって実現しようとあらかじ

め定められていたことを、なしとげた

からであります。



【徒2：23】
他既按著神的定旨先見被

交與人，你們就藉著無法之

人的手，把他釘在十字架上，

殺了。

【使徒の働き2：23】
あなたがたは、神の定めた計

画と神の予知とによって引き

渡されたこの方を、不法な者

の手によって十字架につけて

殺しました。



【林後4：7-10】
7我們有這寶貝放在瓦器裏，
要顯明這莫大的能力是出於

神，不是出於我們。

8我們四面受敵，卻不被困
住；心裏作難，卻不致失望；

9遭逼迫，卻不被丟棄；打倒
了，卻不致死亡。

10身上常帶著耶穌的死，使
耶穌的生也顯明在我們身上。

【第二コリント4：7-10】
7 私たちは、この宝を、土の器の中に入
れているのです。それは、この測り知れ

ない力が神のものであって、私たちから

出たものでないことが明らかにされるた

め です。8 私たちは、四方八方から苦し
められますが、窮することはありません。

途方にくれていますが、行きづまること

はありません。9 迫害されていますが、
見捨てられることはありません。倒され

ますが、滅びません。10 いつでもイエス
の死をこの身に帯びていますが、それ

は、イエスのいのちが私たちの身におい

て明らかに示されるためです。



二、求主賜膽量（29-31）
1.祈求

29-30他們恐嚇我們，現在求主
鑒察，一面叫你僕人大放膽量

講你的道，一面伸出你的手來

醫治疾病，並且使神蹟奇事因

著你聖僕耶穌的名行出來。」

二、主に勇気を求める（29-31）
1.お祈り

29 だから、今、主よ、彼らの（わたし
達に対する）おどかしをよく御覧くだ

さい。そして出来るかぎり大胆に御

言葉を語る力を、（わたし達）あなた

の僕どもにさ ずけてください。

30 御手をのばして、あなたの聖なる
僕イエスの名のゆえに、癒しや徴や

不思議なことを行わせてください。」



【徒1：7-8】
7父憑著自己的權柄所定的
時候、日期，不是你們可以

知道的。

8但聖靈降臨在你們身上，
你們就必得著能力，並要在

耶路撒冷、猶太全地，和撒

馬利亞，直到地極，作我的

見證。

【使徒の働き1：7-8】
7 イエスは言われた。「いつとか、
どんなときとかいうことは、あなた

がたは知らなくてもよいのです。

それは、父がご自分の権威をもっ

てお定めになっていま す。

8 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。」



2.回應
31禱告完了，聚會的地方震
動，他們就都被聖靈充滿，放膽

講論神的道。

【徒16：25-26】
25約在半夜，保羅和西拉禱告，

唱詩讚美神，眾囚犯也側耳而

聽。26忽然，地大震動，甚至監牢

的地基都搖動了，監門立刻全

開，眾囚犯的鎖鍊也都鬆開了。

2.応え
31 こう彼らが祈りおわると、（たちま
ち）集まっていた所が揺れ、だれもか

れも聖霊に満たされて、大胆に神の

言葉を語った。

【使徒の働き16：25-26】
25 真夜中ごろ、パウロとシラスが神に
祈りつつ賛美の歌を歌っていると、ほ

かの囚人たちも聞き入っていた。

26 ところが突然、大地震が起こって、
獄舎の土台が揺れ動き、たちまちとび

らが全部あいて、みなの鎖が解けてし

まった。



【結束語】
如果你傳福音不夠膽大，

那有可能是看環境或是只看
自己了。我們應該看神，看基
督，看聖靈，看聖工，看教會
史。神救贖人類的旨意始終
不變，他的聖工雖然會受到
惡勢力的攔阻，但是，神一再
做著顛覆人們認知的工作。
我們要行在神的旨意當中，
求主賜下膽量給我們，讓我
們可以放膽去傳福音。

【結びの言葉】

もし、あなたは福音を宣べ伝える
勇気があまりないならば、それは
環境または自分の条件を見たから
のではないでしょうか。三位一体の
神を見ましょう。神様の御業と教会
の歴史をみましょう。神様の御業
は抗力に遭遇しますが、必ずあら
ゆる抗力を退けられ、前進されま
す。

我々は主のみ旨に従って、主か
ら勇気を頂いて、大使命を果たす
ために頑張りましょう。



回应诗歌



主啊，我愿奉献我自己
主啊，我愿奉献我自己！
主啊，我愿永远服侍你！
无论我在哪里，无论我何境遇，
我愿一生顺服你旨意。
愿为主作精兵，愿为主舍生命；
愿为主作仆人，愿为主服事人。



主啊，我愿奉献我自己
主啊，我愿奉献我自己！
主啊，我愿永远服侍你！
无论我在哪里，无论我何境遇，
我愿一生顺服你旨意。
无论我在哪里，无论我何境遇，
我愿一生顺服你旨意。



奉献祷告



使徒行传4:31
使徒の働き4:31

本
周
经
训

31 祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵

充满，放胆讲论神的道。
31彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、
一同は聖霊に満たされ、神のことばを大胆に語りだした。



报告



主
内
消
息

欢迎新来者
感谢主的恩典，
带领新朋友来到聖爱国际基督教会参加
主日崇拜，归荣耀给天父。

呼吁
盼望弟兄姊妹们积极邀请未信的亲朋好友，
一同将天国的福音广传。

下周证道
证道题目：为义受逼迫
经 文：使徒行传7:54-8:1



礼拜时间
9:30~10:00 晨祷会
10:10~10:25  会前赞美
10:30~12:00 主日礼拜

圣餐&圣工会
每月第一周由马宏伟牧师主持

祷告会
每周三晚上19:30~21:00
在LINE群「联合查经/专题讲座」进行

※若不能出席祷告会，也可将代祷事项发在群组
或记录下來放入感恩祷告袋，周三祷告会为大
家代祷纪念！

聚
会
通
知



聚
会
通
知

查经/专题
每周四上午10:00~11:15
在LINE群「联合查经/专题讲座」进行
查经/马牧师

盼望大家踊跃参加。



主
内
消
息

联合团契

每月第三周
12:30~ 饭食
13:10~ 短讲
14:00~ 线下团契分享

请弟兄姊妹在礼拜结束后留下来参加
愿我们在主里有美好的交通



事奉项目 2023年1月29日 2023年2月5日
证 道： 马 宏伟 牧师 马 宏伟 牧师
司 会： 杜 凯 弟兄 魏 文祥 弟兄

会前赞美： 李 雅丽 姊妹 杨 少浦 弟兄
司 琴： 周 秋兰 姊妹 周 秋兰 姊妹
招 待： 丸 山 姊妹 周 少凤 姊妹

主日学任教： 汪 纹 姊妹 林 晶 姊妹
主日学辅助： 林 燕 姊妹 理 惠 姊妹

周 报： 魏 文清 姊妹 魏 文祥 弟兄
网络放送： 魏 文祥 弟兄 杜 凯 弟兄
PPT播放： 魏 文清 姊妹 王 月 姊妹

翻译： 杨 少浦 弟兄 孟 钢 弟兄



颂荣



赞美真神万福之根

地上生灵当赞主恩

天上万军颂赞主名

赞美圣父圣子圣灵

阿 们

三一颂 生命圣诗#536



祝祷



颂荣



阿 们 颂 生命圣诗#532

阿 们， 阿 们，阿 们。

阿们颂



黙
祷

散
会


