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祈りの課題

1. 世界1千万, 日本120万(47都道府県に伝道弟子と地教会)東京12万,
三郷1400の働き人, １千大学にMH、RUTCが起こされるように。
2. 柳先生、張先生、姜先生に霊力,知力,体力,経済力,人材が与えられるように。
3. 祈りの手帳, 地域礼拝, キャンプが持続し成功するように。
4. 各家庭や産業に経済の祝福が与えられ、重職者、OMCの答えがあるように。
　ミニOMC：埼玉りそな三郷4489413-田淑姫
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聖　日 礼 拝


　 あけましておめでとうございます！
　　　　　
司会、説教 : 張 寅 相 師
契約の祈りを黙想しましょう！
　　
前    奏
………………………………………………
奏  楽  者
　　
招    詞
…………
イザヤ６０：１
…………
司  会  者
　　
賛    美
…………
(讃) 6
…………
会      衆
　　
告    白
…………
使　徒　信　条
…………
会      衆
　　
交    読
…………
No.1
…………
会      衆

賛　　美   
…………
(讃) 98
…………
会      衆

祈　　祷      
…………
………………………
…………
池田仁長老      

聖    書

…………

Ⅰ部:ﾏﾀｲ16:13-20
Ⅱ部:요8:31-47
…………

司  会  者



聖 歌 隊


説    教

…………

Ⅰ部:最高の発見
Ⅱ部:착각으로부터 자유
…………

張 寅 相 師


賛    美
…………
(讃) 102
…………
会      衆

献    金
…………
田中玲子/전미란
…………
当      番
　　*
賛    美
…………
(讃) 276
…………
会      衆
　　*
祝    祷
………………………………………………
張 寅 相 師

報    告
………………………………………………
司  会  者

後    奏
………………………………………………
奏  楽  者
 

*はお立ち願います。



講壇のメッセージによるOnenessの祝福を！
▸来週の当番
お祈り:小林秀明
献金:大竹昌枝,이인숙
契約の祈り

언약기도

父なる神様。私はイエス·キリストを信じ、受け入れて、今も、後も、永遠までも神様の子どもです。
キリストは私のすべての罪を十字架につけられ、私を呪いの人生から完全に解放してくださいました。キリストは私をだまして苦しめていた悪魔のしわざを完全に打ち壊し、勝利されました。キリストは聖霊を通して私の中に来られ、神に会う道となられました。キリストは私の人生のすべての問題をすでに解決されました。今は私が生きているのではなく、キリストが私の中に生きておられます。これから私は、祈ると聖霊を通して答えられる神の子どもです。私の人生は聖霊に導かれる神の子どもであることを信じます。私をイエスの証人にして地域と国、世界の福音化に用いられることを信じ感謝します。
父なる神様、私を力ある主の御手に委ねますのでキリストの御名によって聖霊に満たしてください。イエスの証人にしてください。天の御使いを動かして伝道の門と閉じられているすべての門を開いてくださり、五つの力を与えてください。 
この完璧な救いの祝福を知らないように妨げる、自我や現実、環境と、人にだまされて、血肉の戦いをしないで霊的な戦いをするようにしてください。今、イエス·キリストの名によって命じる。現実を通して不信仰や思い煩い、疑いを与える闇の勢力は縛られるように。今、イエス·キリストの名によって命じる。私の家庭と現場に働く暗闇の勢力と呪いと不信仰の力は縛り上げられて退けられるように。 
これからは、礼拝に勝利して、講壇のメッセージに恵まれるようにしてください。牧師と兄姉に五つの力を増し加えてください。答えられたことを信じ、すべてを感謝してイエスの名によってお祈りします。アーメン。


하나님 아버지, 나는 예수그리스도를 믿고 영접함으로 지금, 그리고 영원히 하 나님의 자녀입니다. 그리스도는 나의 모 든 죄를 십자가에 못 박으심으로 저주의 인생에서 완전히 해방시키셨습니다. 그리 스도는 나를 속이며 괴롭히던 마귀의 모 든 일을 완전히 멸하시고 승리하셨습니 다. 그리스도는 성령으로 내 안에 와 계 심으로 하나님 만나는 길이 되셨습니다. 그리스도는 내 인생의 모든 문제를 이미 해결하셨습니다.
이제는 내가 산것이 아니고 내 안에 그리스도께서 사십니다. 이제부터 나는 그리스도 이름으로 기도하면 내 능력과 수준에 관계없이 성령으로 응답하고 역 사하는 하나님의 자녀입니다. 이제부터 성령이 책임지고 인도 하시는 하나님의 자녀임을 믿습니다. 성령으로 나를 예수 의 증인되게 하셔서 지역과 민족, 세계복 음화에 쓰임 받을 언약의 백성으로 부르 심을 믿고 감사합니다.
하나님 아버지, 나를 능하신 주의 손에 맡기오니 그리스도 이름으로 성령의 충만 함을 주시옵소서. 지금 나에게는 예수 그 리스도의 권세가 와 있습니다. 이 완전한 구원의 축복을 모르도록 방해하는 자아와 현실, 환경과 사람에게 속아 혈과 육의 싸움을 하지 않게 하시고, 그리스도 이름 으로 영적 싸움에 승리 하게 하옵소서. 지금 예수 그리스도의 권세 있는 이름으 로 명하노니 현실을 통해서 불신앙과 염려 의심으로 속이는 흑암의 권세는 결 박을 받을지어다. 지금 예수 그리스도의 권세 있는 이름으로 명하노니, 내 가정과 현장에 역사하는 흑암과 저주의 권세, 불신앙의 세력은 결박을 받고 떠나갈지어다.
이제는 예배에 승리하게 하시고, 강단 의 말씀으로 은혜받게 하옵소서. 세계복음화 를 위해 교회와 교회에 속한 형제, 자매들 에게 산 증거 주시고 주의 사자 목사님에 게 5력의 새 힘을 더하여 주시옵소서. 응답하신 줄 믿고 모든 것을 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.아-멘
地域礼拝メッセージ

지역예배메세지
衰えないダビデの老年時期
(Ⅱサムエル16：5－14)

1．ダビデは年老いても、その信仰と考えは衰えず、逆に若返りました
 (1) サムエルから受けた使命(Ⅰサムエル16：1－13)を忘れませんでした
  ① 危機の時にも忘れませんでした。獅子と熊と戦って勝利しました (Ⅰサムエル17：35) 
  ② ゴリヤテに会った時も恐れずに戦って勝ったことによって、世を驚かせました(Ⅰサムエル17：41－47) 
  ③ 年老いてからも若い人よりもっと王の地位を守りました
 (2) 契約の箱についての契約を父親のエッサイと指導者サムエルから聞いたことが間違いありません。それを忘れずに王になって、神殿を建てる準備をしました(Ⅰ歴29：10－14)
 (3) 死ぬ時、遺言の中で神殿建築をお願いするくらいでした (Ⅰ列4：5) 
    
2．最後の危機の時も信仰が衰えませんでした
 (1) アブシャロムの反乱によって、ダビデは宮から逃げて川を渡る時に、シムイがダビデを呪いました
 (2) その時にダビデの衰弱しない信仰を見ることができました
 ① 神様の計画として受け止めました (Ⅱサムエル16：10) 
 ② 神様の命令として受け止めました (Ⅱサムエル16：11) 
 ③ 神様が幸せを報いてくださることを信じました (Ⅱサムエル16：12) 
 (3) ダビデは結局勝利して帰ってきます (Ⅱサムエル18：1－18) 
   
3．ダビデの信仰全体を見ながら、神様の恵みをともに味わうべきです
  (1) 幼い時期から神様の恵みを体験しました (詩78：70－72) 
  (2) 少年の時期には信仰と勇気を通してイスラエルを生かしました (Ⅰサムエル17：1－47) 
  (3) 青年の時期には詩23：1の信仰をもって未来を備えました
  (4) 王の時期には神殿を建てる準備を完全に終えました (Ⅰ歴29：10－14) 
  (5) 老年の時期には静かに次世代を準備しました(Ⅱサムエル23：1－7、Ⅰ列2：1－12) 

다윗의 늙지 않는 노년 시절
(삼하16:5-14)

1.다윗은 나이가 들어가도 그 신앙과 생각은 늙지 않았습니다. 오히려 더 젊어져 갔습니다.
 (1) 사무엘에게 받았던 사명(삼상16:1-13)을 잊지 않았습니다.
  ① 위기를 만났을 때도 잊지 않았습니다. 사자와 곰과 싸워 승리 했습니다(삼상17:35).
  ② 골리앗을 만났을 때도 두려워하지 않고 싸워 이김으로 세상을 놀라게 했습니다(삼상17:41-47).
  ③ 나이가 많아서도 젊은 사람보다 더 왕의 자리를 지켰습니다. 
 (2) 언약궤에 관한 언약을 부친 이새에게 그리고 지도자 사무엘에게 들은 것이 틀림없습니다. 그것을 잊지 않고 왕이 되어 성전 지을 준비를 했습니다(대상29:10-14).
 (3) 죽을 때 유언 가운데 성전 건축을 부탁할 정도였습니다(왕상4:5)

2. 마지막 위기를 만났을 때도 믿음이 쇠하지 않았습니다. 
 (1) 압살롬의 난으로 다윗은 왕궁에서 도망하여 시내를 건너게 되었을 때 시므이가 다윗을 저주하게 되었습니다.
 (2) 이때에 다윗에게 늙지 않은 신앙을 볼 수 있었습니다. 
  ① 하나님의 계획으로 받아들였습니다(삼하16:10)
  ② 하나님의 명령으로 받아들였습니다(삼하16:11)
  ③ 하나님이 선으로 갚으실 것을 믿었습니다(삼하16:12).
 (3) 다윗은 결국 승리하여 돌아오게 됩니다(삼하18:1-18). 

3. 다윗의 신앙 전체를 보며 하나님의 은혜를 같이 누려야겠습니다.
 (1) 어린 시절부터 하나님의 은혜를 체험했습니다(시78:70-72).
 (2) 소년 시절에는 믿음과 용기로 이스라엘을 살렸습니다(삼상17:1-47).
 (3) 청년 시절에는 시23:1의 믿음으로 미래를 준비했습니다.
 (4) 임금시절에는 성전 지을 준비를 완전히 마쳤습니다(대상29:10-14).
 (5) 노년 시절에는 차세대를 차분히 준비하였습니다(삼하23:1-7, 왕상2:1-12).

お 知 ら せ


1. 今日初めて来られた方を心より歓迎します。ご一緒に神様の祝福に預かりましょう。
2. 宣教、建築、RUTC献金に心を込めて祈りONENESSになりましょう。
3. レムナントを生かす7千長老の契約を握り祈りましょう。
4. 年が明けました。約束の御言葉を握ってスタートしましょう。
5. 重職者をはじめ任命された方は感謝とともに奉仕の責任を全うしましょう。
6. 来週はMHのため特別献金をささげます。礼拝後、MHで礼拝をささげます。
7. 来週は聖餐式を行います。祈りつつ最高の恵みのときになるよう備えましょう。
  8. 1/19-21大学本キャンプがあります。重職者は一つの大学を抱いて予備キャンプしましょう。
  9.　張先生は福井教会のため出かけます。祈ってください。
 
　　　
先週の献金

1. 十分の一 :



2. 感謝献金 :



3. 宣教献金 :



4. 特別献金 :

5. 共同体訓練場(韓国) :

(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) : 

6. RUTC(国内)

(埼玉りそな三郷4490700-張寅相：金姫珍) : 

7.建築献金

(埼玉りそな三郷4449227-田淑姫) : 

○,＃)祝福あればミニOMCメンバーに！(入会費:10万、会費:1万/月)―庄司泰子まで
主の名により歓迎いたします… 
聖日メッセージ

주 일 메 시 지
最高の発見
マタイ16:13-20

人生とは幸せを探す旅のようで、し
かし終点が見えない旅のようなもの
である。

１．人々が捜し求めるもの
良い環境、良い制度
	権力、財力、学力という力
	人からの愛情、人情、同情
	より優れた知識と知恵

２．人生最高に大事なもの
人は霊的な存在
	神様
	サタンと運命の束縛から
	キリスト

３．人生最高の発見
イエスがキリスト
	最高の価値
	最高の祝福

結論：祝福のスタート
　　1)受け入れの意味
2)人生の再整理
3)Onlyイエスの結論
b
최고의 발견
마16:13-20

인생은 평생 행복을 찾는 여행과 같
다,그러나 종착역이 보이지 않는 여
행인 것 같아...

1. 사람들이 구하고 찾는 것
1) 좋은 환경,바른 제도
2) 권력,재력,학력의 힘
3) 애정과 인정,동정
4) 더 나은 지식과 지혜

2. 인생의 가장 중요한 것
인간은 영적인 존재
	하나님
	사단과 운명에서 
4) 그리스도

3. 인생최고의 발견
예수가 그리스도
	최고의 가치
	최고의 축복

결론:바른 시작
     1)영접의 의미
     2)인생 재 정리
     3)오직 예수로 결론
産業宣教メッセージ

산업선교메시지

共同体と産業宣教（231）
産業人の全体理解 (15)
重職者の人生キャンプ
(使28：30－31)

   1．7つの伝道キャンプ 
     (1) 人生キャンプ (使1：12－14) 
     (2) 自己現場キャンプ (使2：9－11) 
     (3) 教会キャンプ (使2：14－21) 
     (4) 現場伝道キャンプ (使2：41) 
     (5) 弟子確立キャンプ (使3：1－12) 
     (6) 特別キャンプ (使11：19－30) 
     (7) 生涯キャンプ(Ⅰペテロ2：9、使19：21) 

   2．重職者の人生キャンプ 
     (1) ルカ10：1－20 
     (2) 使1：1－14 
     (3) 使6：1－7 
     (4) 使11：19 
     (5) 使13：1 
     (6) 使19：21 
     (7) 使28：30－31 

   3．OMCに向けた人生キャンプ 
     (1) ローマ16：1－2 
     (2) ローマ16：3－4 
     (3) ローマ16：23 
     (4) ローマ16：6 
     (5) ローマ16：7 
     (6) ローマ16：8
     (7) ローマ16：10


공동체와 산업선교(231)
산업인의 전체 이해(15)
중직자의 인생 캠프
(행28:30-31)

1. 일곱 전도 캠프
(1) 인생 캠프(행1:12-14)
(2) 자기 현장 캠프(행2:9-11)
(3) 교회 캠프(행2:14-21)
(4) 현장 전도 캠프(행2:41)
(5) 제자 확립 캠프(행3:1-12)
(6) 특별 캠프(행11:19-30)
(7) 평생 캠프(벧전2:9, 행19:21)

2. 중직자의 인생 캠프
(1) 눅10:1-20
(2) 행1:1-14 
(3) 행6:1-7
(4) 행11:19
(5) 행13:1
(6) 행19:21
(7) 행28:30-31

3. OMC를 향한 인생 캠프
(1) 롬16:1-2
(2) 롬16:3-4 
(3) 롬16:23 
(4) 롬16:6 
(5) 롬16:7 
(6) 롬16:8 
(7) 롬16:10 



