
集　会　案　内

[ 聖 日 礼 拝 ]
 [ 日 曜 学 校 ]
1 次 合 宿
11/8-12(ｂ)(11/6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
12/17/18s(12/8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


交通及び地図
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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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第 43 号

レムナント教会
REMNANT CHURCH
レムナント東久留米教会　　レムナント倉敷教会　　レムナント福井教会
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担任牧師 : 張 寅 相  In-Sang Chang

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷 1-26-10 べテルみさと1階
Tel. 048-954-0944(教会,FAX) Cell. 090-3505-5713(張師)
048-960-0536(牧師宅)　　　                   　 
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)14
…………
会      衆
　　
告    白
…………
使　徒　信　条
…………
会      衆
　　
交    読
…………
No44.

…………
会      衆

賛　　美   
…………
(讃)235,209
…………
会      衆

祈　　祷      
…………
………………………
…………
栗田渡長老      

聖    書

…………

Ⅰ部:ヨハネ3:1-5
Ⅱ部:마5:13-16
…………

司  会  者



聖 歌 隊


説    教

…………

Ⅰ部:まさかニコデモが
Ⅱ部:빛이 필요한 세상
…………

張　寅　相師


賛    美
…………
(讃)202,256
…………
会      衆

献    金
…………
大竹昌枝/권한나
…………
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: 田淑姫長老
献金: 小山英明,김희진

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
「胎児Remnantに与えられた神様の祝福」
(Ⅰサムエル2:1-10)
両親の状態、特に、母親の状態は、　　胎内にいる胎児にそのままの影響を　与え、胎児に良い影響を与えると、生まれる時から5つの力の影響を受けます。神様は胎児Remnantにどのような祝福を与えられたのでしょうか。
1．両親は胎児のために福音を正しく味わわなければなりません 　　　　     (1)いつも福音を味わうと、胎児は時代を変える力を備えるようになります          ①Ⅰｻﾑｴﾙ1:1‐11　②Ⅰｻﾑｴﾙ2:1‐10、　Ⅰｻﾑｴﾙ3:1-18　   ③出2:1-10     (2)真の祈りが続くと、霊的な勝利者になります　①ｴﾍﾟｿ6:10-20 ②Ⅰｻﾑｴﾙ7:1-15　　
2．祈りの中で規則正しい生活を備え、胎児に影響を与えなければなりません　 (1)定刻祈りと定刻礼拝は、一生勝利を教えることよりもっと重要です(ﾀﾞﾆｴﾙ6:10) 　　　　　　　　　　　　　　　　　     (2)読書を通して、情緒、知力、霊力を備えるようになります(Ⅱﾃﾓﾃ8:14-17)      (3)運動は体力を備える基本になります
3．祈りの中で伝道計画、献金計画を立てると、時代を変えるRemnantが生まれます 　　　　　　　　　　　　　　　　　     (1)創37:1-11、出2:1-20、Ⅰｻﾑｴﾙ2:1-10、Ⅰｻﾑｴﾙ16:1-13、Ⅱﾃﾓﾃ3:1-13、14-17　　　　　　　　　　　　     (2)献金計画を立てて祈ると、ﾛｰﾏ16章の働き人が生まれます 　
※胎児がいる若い夫婦が定刻礼拝とみことばのフォーラムを始めると、戦場で勝利したことよりもっと重要なことになります



태아 렘넌트에게 주신 하나님의 축복」　(삼상2:1-10)


부모의 상태, 특히 어머니의 상태는 뱃속에 있는 태아에게 그대로 영향을 주며, 태아에게 좋은 영향을 주면 나면서부터 5력의 영향을 입게 됩니다. 
하나님은 태아 렘넌트에게 어떤 축복을 주셨을까요?

1. 부모는 태아를 위해 복음을 제대로 누려야 합니다.
(1) 항상 복음을 누리면 태아에게는 시대를 변화시키는 힘을 갖추게 됩니다.
① 삼상1:1-11 ② 삼상2:1-10, 삼상3:1-18 ③ 출2:1-10
(2) 참된 기도가 계속된다면 영적 승리자가 될 것입니다.
① 엡6:10-20 ② 삼상7:1-15

2. 기도 속에서 규칙적인 삶을 갖추어 태아에게 영향을 주어야 합니다.
(1) 정시기도와 정시예배는 평생 승리를 가르치는 것보다 더 중요합니다.(단6:10)
(2) 독서를 통해 정서, 지력, 영력을 다 갖추게 됩니다. (딤후3:14-17)
(3) 운동은 체력을 갖추는 기본이 됩니다.

3. 기도 속에서 전도계획, 헌금계획을 세우면 시대를 바꾸는 렘넌트가 생겨납니다.
(1) 창37:1-11, 출2:1-20, 삼상2:1-10, 삼상16:1-13, 딤후3:1-13, 14-17
(2) 헌금계획을 세워 기도하면 롬16장의 일꾼이 생겨납니다.

※ 태아를 가진 젊은 부부가 정시예배와 말씀포럼을 시작하면 
이것은 전쟁터에서 승리한 것보다 더 중요한 것이 됩니다.


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. 11/22(日）は収穫感謝礼拝です。感謝の回復によりすべてを回復できるよう備えましょう。
8. 青年修養会(11/23-24)が浜松イエウォン教会で行われます。
9. 青少年修練会が(12/28-30)沼津イエス教会で行われます。
10.田中玲子勧士が10/28(水)ひざの手術をしました。回復のため祈ってください。
　　　
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
まさかニコデモが
ヨハネ3：1－5

人生まれながら大きな催眠に掛かっ
て生きる。豊かで良い環境で、知識豊
富であれば幸せだと思っている。

苦悩するニコデモ
成功したのに
	イエス様を訪ねて
	隠れている問題で悩むが
	答えがなくて

無知なニコデモ
霊的無知
	神の国
	新しく生まれなければ

希望がここに
水と御霊によって
	ヨハネ3:16
	ヨハネ1:12、ヨハネ5:24

結論：自分の幸福のバロメータは
　　　　うわべではない霊的な事実を
　　　　エリートの福音化を祈りましょう

설마 니고데모가
요3:1-5

사람들은 나면서부터 큰 최면에 걸려
살아간다.풍요롭고 좋은 환경에 많은
것을 배우면 행복하다고 생각한다.

고뇌하는 니고데모
성공했는데
	예수님을 찾아
	숨은 문제로 고민하나
	답이 없어서

무지한 니고데모
영적무지
	하나님나라
	거듭나야만

소망이 여기에
물과 성령으로
	요3:16
	요1:12,요5:24

결론:나의 행복지표는 무엇인가?
    껍데기가 아닌 영적사실을 보자
    엘리트 복음화를 기도하자
産業宣教メッセージ

산업선교메시지

共同体と産業宣教（269）
OMC時代のための答え (36)      
「失ったONENESSを捜して」
(ローマ16:17-20)

全体のタラッパン家族30万人が一つになると、RUTC完成と全世界に文化を生かすRUTC、文化の働き、そして、開拓教会を生かすことができて、もし、30万人が一万ウォンずつ出すと、毎月30億ウォンであらゆる所に開拓教会を建てられます。私たちはその日が訪れることを待って、みことばを握って祈らなければなりません。 
  どのようにそれらのことが起きるでしょうか。


1．聖霊の働きで可能です 
      (1) 使2：1－13、17 
      (2) 使8：29、使10：1－6 
      (3) 使18：1－4、使19：8－20

2．サタンの戦略を知らなければなりません 
      (1) ローマ16：17－18 
      (2) ローマ16：19 
      (3) ローマ16：20

3．三つの祝福を見つけなければなりません (ローマ16：25－27) 
      (1) 世々にわたって長い間隠されていたもの 
      (2) 今や現わされたもの 
      (3) とこしえまであるもの


공동체와 산업선교(269)
OMC시대를 위한 응답(36)
「잃어버린ONENESS를찾아」
(롬16:17-20)

전체 다락방가족 30만명이 하나 되면 RUTC 완성과 전 세계에 문화 살리는 RUTC, 문화사역, 그리고 미자립교회를 살릴 수 있으며, 만약 30만명이 만원씩만 내면 매달 30억원으로 곳곳에 개척교회를 매월 세울 수 있습니다. 우리는 그날이 오기를 기다리며, 말씀을 붙잡고 기도해야 되겠습니다. 
어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까?

1. 성령의 역사로 가능합니다.
(1) 행2:1-13, 17
(2) 행8:29, 행10:1-6
(3) 행18:1-4, 행19:8-20

2. 사단의 전략을 알아야 합니다.
(1) 롬16:17-18
(2) 롬16:19
(3) 롬16:20

3. 세 가지 축복을 찾아야 합니다.
(롬16:25-27)
(1) 영세 전에 감추어 두신 것
(2) 이제 나타내신 것
(3) 세세 무궁토록 있을 것





