
集　会　案　内

[ 聖 日 礼 拝 ]
 [ 日 曜 学 校 ]
1 次 合 宿
10/25-29(s)(10/23まで)
1部 礼拝  10:30
子どもの礼拝 14:00
Team 合 宿
11/29-12/3 s(11/20まで)
2部 礼拝  12:00
中 高 礼 拝 12:00
70 人 合 宿
11/12-14(b)(11/2まで)
3部 礼拝  14:00
青 年 礼 拝 15:30
專 門 合 宿
10/16-17(b)(10/6まで)
［埼玉伝道学校］
(火) 10:00-11:30
伝 道 合 宿
12/7-11(d)(10/30まで)
［レムナント核心］
(土) 16:00(RUTC)
産 業 合 宿
11/2-5(s) (10/22まで)
［早天祈祷会］
(毎日) 06:00
中 高 合 宿
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南浦和　　　　三郷駅　　　　　　　　　　　西船橋　


　　　　　　　　　　　　　  waocity　


　　　　　　　　　 　ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ  日本生命　　　　     郵便局　　　　


　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　花屋さん　　　　♫ 　レムナント教会

車：東京外環三郷西IC / 首都高６号線三郷IC東出口を出て


　　信号「花和田」を左に曲がって駅方向にまっすぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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、他の先生方に霊力,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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〒341-0024 埼玉県三郷市三郷 1-26-10 べテルみさと1階
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http://www.misatogospel.net ,E-mail:darakjapan@msn.com 

Ⅰ部 : 10:30   Ⅱ部 : 12:00　  Ⅲ部 : 14:00(インターネット)




聖日 礼拝


　 
　　　　　
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)13
…………
会      衆
　　
告    白
…………
使　徒　信　条
…………
会      衆
　　
交    読
…………
No41.

…………
会      衆

賛　　美   
…………
(讃)138,205
…………
会      衆

祈　　祷      
…………
………………………
…………
田淑姫:長老      

聖    書

…………

Ⅰ部:ルカ24:27-35
Ⅱ部:엡6:10-20
…………

司  会  者



聖 歌 隊


説    教

…………

Ⅰ部:立って戻ってみると
Ⅱ部:영적 싸움
…………

張　寅　相師


賛    美
…………
(讃)102,384
…………
会      衆

献    金
…………
大沢祐子/ 김길수
…………
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
代表祈祷: 池田仁長老
献金: 田中玲子,白仁淑

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
「経済の節度を学び、教えなければならない」
(ローマ16：23)　　　　　　　　　　　1．貧しいことは罪ではありません　　　　　　　　　(1)落胆したり、急いだり、怠ったりしてはなりません　　(2)貧しいことは罪ではありませんが、多くの犯罪を生む理由になります　　　　　　　　　　(3)貧しいことは、創3章事件以降に起きたことであるため、犯罪行為ではありませんが、原罪以降に起きた恐ろしい実です　　（創3:16-20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．経済の節度を勉強しなければなりません　(1)節約、質素、貯蓄は、貧しさに勝つ近道になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)ユダヤ人たちは13歳から経済を準備して勉強し、世界の経済を掌握しました　　　　　　　(3)幼い時から貯金、生産的な支出と投資、専門性と準備、唯一性に向けられた経済の勉強をしなければなりません（創45:1-5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．献金の節度を勉強しなければなりません　　　(1)予め献金を準備する節度を学ばなければなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①十一献金は義務です（ﾏﾗｷ3:1-10）　　　　②建築はダビデのように予め準備しなければなりません(Ⅰ歴29:10-14）　　　　　　　　　③宣教は神様のボーナスの祝福を味わう門になります(ｴﾍﾟｿ3:1-15)　　　　　　　　　　　　④RUTCを備えたすべての時代は、神様が大きな答えをくださいました　　　　　　　　　　　1)申6:4-9　　2)Ⅰｻﾑｴﾙ7:1-15　　　　　　　　3)Ⅱ列6:8-23　　4)ｲｻﾞﾔ6:13、60:1-22　　　　　5)使17:1、18:4、19:8　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)神様はその時、必ず次のような経済を祝福されます　①未来経済　②Remnant経済　③伝道・宣教のための隠れた経済　　　　　　　　　　　　　　　4．この祝福と節度を次世代に教えなければなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)モデルを教えなければなりません　　　　　　①使1:1　②使18:1-4　③ﾛｰﾏ16:23　　　　　　　④ﾋﾟﾚﾓﾝ1:1-25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)節度を教えなければなりません　　　　　　　　　(3)段階的な答えとビジョンの成就を教えなければなりません


「경제규모를배우고가르쳐야」
(롬16:23)
1. 가난은 죄가 아닙니다.
(1) 낙심하거나 서두르거나 게을리 해서는 안 됩니다. 
(2) 가난은 죄가 아니나 많은 범죄를 만들어내는 이유가 됩니다. 
(3) 가난은 창3장 사건 이후에 일어난 것이므로 범죄 행위는 아니나
원죄 이후에 일어난 무서운 열매입니다. (창3:16-20)
2. 경제 규모를 공부해야 합니다. 
(1) 절약, 검소, 저축은 가난을 이기는 지름길이 됩니다. 
(2) 유대인들은 13세부터 경제를 준비하고 공부하며 세계 경제를 장악했습니다. 
(3) 어릴 때부터 저축, 생산적 지출과 투자, 전문성과 준비, 유일성을 향한
경제 공부를 해야 합니다. (창45:1-5)
3. 헌금 규모를 공부해야 합니다. 
(1) 미리 헌금을 준비하는 규모를 배워야 합니다. 
① 십일조는 의무입니다. (말3:1-10)
② 건축은 다윗처럼 미리 준비해야 합니다. (대상29:10-14)
③ 선교는 하나님의 보너스 축복을 누릴 문이 됩니다. (엡3:1-15)
④ RUTC를 준비한 모든 시대는 하나님이 큰 응답을 주셨습니다. 
1) 신6:4-9 2) 삼상7:1-15 3) 왕하6:8-23
4) 사6:13, 60:1-22 　5) 행17:1, 18:4, 19:8
(2) 하나님은 이때에 반드시 다음과 같은 경제를 축복하십니다. 
① 미래 경제 ② RT 경제 ③ 전도 ․ 선교를 위한 숨은 경제
4. 이 축복과 규모를 후대에게 가르쳐야 합니다. 
(1) 모델을 가르쳐야 합니다. 
① 행1:1 ② 행18:1-4 ③ 롬16:23 ④ 몬1:1-25
(2) 규모를 가르쳐야 합니다. 
(3) 단계적 응답과 비전성취를 가르쳐야 합니다.


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. 海外にいるレムナントのために祈ってください。
(かんた、成仁、ダニエル、恵、功治、広明、シヨン、さやか、愛隣、美幸-北海道)
3. 宣教、建築、RUTC献金に心を込めて祈り、ONENESSになりましょう。
4. 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。
5. 地域礼拝のないところに地域礼拝が出来るように祈りましょう。特に重職者中心に
6. 伝道学校が火曜日の10時に変わり、韓国からの講師を向かえて行われます。祈り
つつ参加しましょう(特に地域のリーダー)
7. 10/23（金）～24（土）レムナント教会修養会を行います。神様の恵みに感謝しながら、良き交わりの時となるよう祈りつつ積極的に参加しましょう。申し込みは
張替浩介10/11まで。
　　【参加費－食事・交通費含む】大人11,000円、小学生8,500円、幼児4,500円
8,　レムナント教会OMCから大学神学院に通うRTを支援します。

　　　
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
立って戻ってみると
ルカ24：28-35

希望をなくし意欲を失うほど悲しくて恐ろしいことはない。肩を落として取り返しのつかない失敗のところに向かう。

イエス様を知らないから
人生の霊的な問題
	イエスはキリスト
	贖いの死と復活

イエス様を間違って理解して
肉的に
	ぼやけて
	宗教化

イエス様を正しく知ると
目が開かれ
	心が熱くなり
	希望と勝利の確信
	自分の道に戻る

結論：優先的救いの感謝
　　　　優先的御言葉の確保
　　　　終戦的使命の確認

일어나 돌아가 보니
눅24:28-35

소망과 의욕을 잃는 것 만큼 슬픈 것 
은 없다.어깨를 늘어뜨리고 돌이킬 수 
없는 실패의 자리로 향하게 된다.

예수님을 잘 몰라서 
인생의 영적 문제
	예수는 그리스도
	대속과 부활

예수님을 틀리게 알아서
육신적으로
	어설프게
	종교화

예수님을 바로 알면
눈이 밝아지고
	가슴이 뜨거워지고
	소망과 승리의 확신
	제 길로 돌아서게 된다

결론:우선적 구원의 감사
     우선적 말씀의 확보
     우선적 사명의 확인
産業宣教メッセージ

산업선교메시지

共同体と産業宣教（266）
OMC時代のための答え (33)       
「失った祝福を捜して」
（使10：1-6）

 

1．失った理由
       
(1) メシヤ観が異なるユダヤ人(使1:6-7）
(2) 聖書観が異なるユダヤ人
(3) 民族、世界観が異なるユダヤ人　　　　　（使11:1-18）
(4)教会観が異なるユダヤ人(ﾖﾊﾈ2:12-25)
(5)初代教会の迫害(ﾏﾀｲ27:25)


   2．失ったことを見つけた初代教会
      
(1) ルカ10:1-20
(2) 使1:1-14
(3) 使6:1-7
(4) 使9:1-43、使10:1-6
(5) 使11:19
(6) 使12:1-25
(7) 使13:1、使16:15、使17:6、使18:3-4
         
   3．2000年間逃した重職者の祝福と役割
      
(1) 伝道の祝福
(2）働きの祝福
(3) OMCの祝福


공동체와 산업선교(266)
OMC시대를 위한 응답(33)
「잃어버린축복 찾아서」
(행10:1-6)

1. 잃어버린 이유
(1) 메시아관이 다른 유대인 (행1:6-7)
(2) 성경관이 다른 유대인
(3) 민족, 세계관이 다른 유대인 (행11:1-18)
(4) 교회관이 다른 유대인 (요2:12-25)
(5) 초대교회 핍박 (마27:25)

2. 잃어버린 것을 찾은 초대교회
(1) 눅10:1-20
(2) 행1:1-14
(3) 행6:1-7
(4) 행9:1-43, 행10:1-6
(5) 행11:19
(6) 행12:1-25
(7) 행13:1, 행16:15, 행17:6, 행18:3-4

3. 2000년간 놓친 중직자의 축복과 역할
(1) 전도의 축복
(2) 사역의 축복
(3) OMC의 축복





