
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 5/25-29(s) 6/8-12(b) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 7/13-17(b) (7/4まで) 

2部 礼拝  12:00 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 7/17-19(b) (7/9まで) 

3部 礼拝  14:00 青 年 礼 拝 15:30 專 門 合 宿 6/26-27(s) (6/13まで) 

［埼玉伝道学校］ (水) 10:00-11:30 伝 道 合 宿 6/16-20(d) (6/6まで) 

［レムナント核心］ (土) 17:00(RUTC) 産 業 合 宿  

［ 朝 の 祈 り 会 ］(毎日) 07:00 中 高 合 宿  

 

交 通 及 び地 図  

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           
 

 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。 
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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 ………… Ⅰペテロ2:10 ………… 司  会  者 

  賛    美 ………… (讃) 27 ………… 会      衆 

  告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

  交    読 ………… No. 22 ………… 会      衆 

 祈    祷 ………… 心を一つに ………… 会      衆 

 賛    美   ………… (讃) 265 ………… 会      衆 

 
聖    書 

 

………… 

 
Ⅰ部: ローマ8:31-32 

Ⅱ部: 딤후3:16-17 

………… 

 
司  会  者 

 

  聖 歌 隊  

 
説    教 

 

………… 
 

Ⅰ部:自分の人生に自信を 

Ⅱ部:하나님을 만나자 

………… 
 

張 寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃) 410 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/문병길 ………… 当      番 

  * 賛    美 ………… (讃) 277 ………… 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！ 

▸来週の献金当番 Ⅰ部 : 張替淳子 Ⅱ部 : 권한나 

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 

敬虔 (Ⅱテモテ3：5) 
 

 1．見えるところは敬虔であっても、その

実を否定する者になるからです 
  (1) 他の人を批判して、他人のことを心
配して、見えるところや口では敬虔であっ

ても、何もうまくいかない人が多くいます
  (2) 特に、ユダヤ人たちの敬虔な姿は最

高のレベルでした。しかし、力はありませ
んでした。そのため、ローマの属国になっ
て、希望を失っていました 

  (3) 律法によって敬虔を維持しようとす
ればするほど、結局、自分が勝てずに崩れ

ることが起きます (ヨハネ3：1－8)  
        

 2．救われた者は、敬虔に生きることを第

一にお勧めします 
  (1) 神様が恵みによって救われましたの

で、その恵みの中で生きることが敬虔です
  (2) 問題、犯罪、ミス、失敗した時、人
の目、言葉、判断より、神様の前に立って

悟ることが敬虔です 
  (3) 弱い信徒、ミスをした信徒を律法と

憎しみ、批判するのではなく、弱い信徒が
主に帰って来て、神様の祝福を味わえるよ
うに献身する生活が敬虔です 
 

 3．すべての信徒と伝道者が、新しい人生

を始める時、神様は、戒めの代わりに大き
な恵みと祝福で満たしてくださいます 
  (1) 私の人生、考え、心に神様の愛と福

音で満たすことが勝利の始まりになる敬
虔です 

  (2) 私自身を神様にささげること、福音
にあって真実に生きる自分をささげるこ
とが敬虔です 

  (3) 現場、人間関係、仕事などを神様の
前に下ろして、自分の人生をささげること
が敬虔の始まりです 

  (4) 律法ではなく、福音的な規律です 
  (5) 熱心ではなく、神様の愛を味わうこ

とを言います 
※ その時、大きな力が現れて、特に自分が
変えられます。 

 

경건 (딤후3:5) 
 
1. 경건의 모습은 있으나 능력이 없는 사람

들이 많이 있습니다.  
(1) 다른 사람을 비판하고 타인을 걱정하

고 염려하며 경건의 모습과 말은 있으나  

되는 일이 없는 사람들이 많이 있습니다.  
(2) 특히 유대인들의 경건의 모습은 최고

수준이었습니다. 그러나 힘은 없었습니다.  

그래서 로마에 속국이 되어 희망을 잃고 있
었습니다.  

(3) 율법으로 경건을 유지하려고 하면 할
수록 결국 자신이 이기지 못하고 무너지는
일이 생기게 됩니다(요3:1-8).  

 
2. 구원 받은 자는 경건의 삶을 사는 것이
가장 먼저 있어야 하는 일입니다. 

(1) 하나님이 은혜로 구원하셨기 때문에
그 은혜 속에 사는 것이 경건입니다.  

(2) 문제, 범죄, 실수, 실패 했을 때 사람
의 눈, 말, 판단 보다 하나님 앞에 서서 깨
닫는 것이 경건입니다.  

(3) 연약한 성도, 실수한 성도를 율법과
미움과 비판으로 하는 것이 아니라 
연약한 성도가 돌아와서 하나님의 축복을

누리도록 헌신하는 삶이 경건입니다.  
 

3. 모든 성도와 전도자는 새로운 삶을 시작
할 때 하나님이 책망 대신 큰 은혜와 축복을
채우십니다. 

(1) 나의 삶, 생각, 마음에 하나님 사랑과
복음으로 가득 채우는 것이  

승리의 시작이 되는 경건입니다. 
(2) 나 자신을 하나님께 드리며 복음 안에

서 진실한 삶을 드리는 것이 경건입니다. 

(3) 현장, 사람 관계, 일들을 하나님 앞에
내려놓고 나의 삶을 드리는 것이 경건의 시
작입니다.  

(4) 율법이 아닌 복음적 규모를 말합니다. 
(5) 열심이 아닌 하나님 사랑을 누리는 것

을 말합니다.  
※ 그 때 큰 능력이 나타나 특히 나를 변화
시킬 것입니다.  

 お 知 ら せ  

 

1. 今日初めて来られた方を心より歓迎いたします。ご一緒に神様の祝福に預かりましょ

う。 

2. 人見(かんた)さん、成仁、Daniel、功治、恵、愛隣、東京、岡山県、富山県、福井県、

そしてその他違うところで礼拝を守っている方々のために祈りましょう。  

3. 倉敷教会、東京、福井の教会のために祈りましょう。 

4. 重職者学校のために祈りましょう。 

5. ミニOMCのメンバーの会費をお願いします(4月,5月分)。自動振り替えは6月からで

す。 

6．重職者の手紙を販売します。黙想や伝道用として用いてください。(100円で5枚) 

 -担当:宮木佳美 

  7.任職式（長老、按手執事、勧士）が10/13に予定されています。祈りつつ備えましょう。

8. ルデア会主催のバザーに協力し参加しましょう。(6/21土) 

9. アクラス会主催の野球大会に参加しましょう(6/28(土)10時―賞金あり) 

    振込先  

＊ 共同体訓練場(韓国) : 

 

(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) :  

 

＊ RUTC(国内) 

 
(埼玉りそな三郷4490700-張寅相：金姫珍) :  

＊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 

自分の人生に自信を 

ローマ8:31-32 

 

最近自分と自分の人生に自信を失 

い崩れる若者が増えている。 

 

１． 神様は神の民を絶対に祝福

される。 

1) すでに根本から祝福された 

2) 今も実際に祝福している 

3) 特に人を生かす働き人として 

 

２．神様の祝福を疑わないように 

 1)自分を見て 

2)環境を見て 

3)過去の傷を通して 

4)律法の枠 

 

3.  神様の祝福を積極的に楽し 

 むように 

1) 考えの根本に祝福を敷いて 

2) 迷わない祈り 

3) 常に良いことを 

4) 夢を描きつつ 

 

結論：神様の祝福に自信を持てな

いようにするものを取り除いて、

神様の祝福を自分のものに思い切

り自信をもちましょう。 

자기인생에 자신감을 

롬8:31-32 

 

요즘 젊은이들이 자신과 인생에 자 

신감을 잃고 무너지고 있다고 한다. 

 

1.하나님은 하나님의 백성을 절대적 

으로 축복하신다. 

1) 이미 근본적으로 축복하셨고 

2) 지금 실제로 축복하고 계시고 

3) 특히 사람 살리는 일꾼으로 

 

2.하나님의 축복을 의심하지 말라 

 1)자신을 보며 

 2)환경을 보며 

 3)과거의 상처를 통해 

 4)율법의 틀 

 

3.하나님의 축복을 적극적으로 즐거 

 워하라. 

1) 근본을 축복의 생각으로 시작 

2) 거침없이 기도하고 

3) 항상 좋은 것을 보고 

4) 꿈을 그리며 

 

결론:하나님의 축복에 자신감을 갖 

 지 못하게 하는 것을 걸러내고 하 

 나님의 축복을 내 것으로 마음껏  

 자신합시다. 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

 

共同体と産業宣教（202） 

OMC の使命（45） 

練達した者 (ローマ 16：10) 

 

 1．練達した者の意味と背景は何でしょ

うか 

  (1) 福音を知る程度   
  (2) 自分についての適応  

  (3) 人格と器についての問題  

※プサン駅、ソウル駅、路傍伝道者たち
 

 2．練達した者が福音を持っていると、

間違いなく答えが与えられます 

  (1) 伝道の門が開かれます (マルコ3：

13－15)  

  (2) 実が結ばれます (マタイ4：19)  

  (3) 実が起きます (マタイ28：16－20) 

  (4) 再生産運動が起きます (Ⅱテモテ

2：1－7)  

  (5) 教会、現場の復興が起きます (ロー
マ16：1－27)  

  (6) 世界宣教の門が開かれます 

    ① 使13：1－12  

    ② 使16：6－10  

    ③ 使19：21  

  (7) OMC は成り立つようになります 

 

 3．誰に認められるべきでしょうか  

  (1) 福音を持つ者は、神様に認められ

る恵みが与えられます  

  (2) 主のしもべ、人々に認められると
門は続いて開かれます 

  (3) 暗やみの勢力に認められると、霊

的な問題が去って行きます (使13：1－12) 

 
 

공동체와 산업선교(202) 

OMC의 사명(45) 

인정 받는 자 (롬16:10) 

 

1. 인정받는 자의 의미와 그 배경이
무엇입니까? 

(1) 복음을 아는 정도  

(2) 자신에 대한 적용 

(3) 인격과 그릇에 대한 문제 

※ 부산역, 서울역, 노방 전도자들 

 

2. 인정받는 자가 복음 가지고 있으

면 틀림없이 응답 옵니다. 

(1) 전도 문이 열립니다(막3:13-15). 

(2) 열매가 납니다(마4:19).  

(3) 열매가 일어납니다(마28:16-20). 

(4) 재생산 운동이 일어납니다( 딤

후2:1-7). 

(5) 교회, 현장에 부흥이 일어납니

다(롬16:1-27). 

(6) 세계 선교 문이 열립니다. 

① 행13:1-12 

② 행16:6-10 

③ 행19:21  

(7) OMC는 되어지게 됩니다.  

 

3. 누구에게 인정받아야 합니까? 

(1) 복음 가진 자는 하나님께 인정

받는 은혜가 임합니다. 

(2) 주의 종, 사람들에게 인정받으

면 문은 계속 열립니다. 

(3) 흑암 세력들에게 인정받으면
영적문제가 떠나갑니다(행13:1-12). 



核心メッセージ  핵 심 메 시 지 

RUTC・OMC・重職者時代の特別メッセージ (15) 

みことばの成就の中にいる重職者 

(使8：1－8) 
 

 1．最高の答え、祝福、そして最高の信仰
生活は、みことば成就の中にいる人生です 
  (1) 7人のRemnantが勝利した理由  

  (2) 聖書で起きた奇跡の時刻表  
  (3) 歴史(世界史)の流れの道しるべ  
  (4) 教会が味わうべき時代的な課題  

  (5) 個人の信仰生活成功方法  
 

 2．みことばが成就される中にいるために
は、もっとも重要な三つをまず知らなけれ
ばなりません 

  (1)イエス・キリスト、メシヤが来られる
という約束と、その約束の周囲で起きるで

出来事の中でみことばが成就されること  
    ① 創3：15 ② 創6：14 ③ 出3：18  
    ④ イザヤ7：14     ⑤ マタイ16：16  

   (2) イエスがキリストだという事実を味
わうことによってすべてのみことばが成
就されます 

    ① 十字架 (マルコ10：45)   
    ② 呪い (ローマ5：8)  

    ③ 復活 (マタイ28：16－20、マルコ
16：15－20、使1：8)  
  (3) イエス・キリストが語られたみことば

の中にすべての成就があります 
    ① 復活メッセージ  ② 御座メッセージ
    ③ 未来約束  

 
 3．どのようにこのみことばを体験できる

でしょうか (使8：1－8)  
  (1)まず証拠を持つべきです (使8：1－3) 
  (2)キリストについてのみことばをみなそ

ろって受ける時、体験できます (使8：6) 
  (3) 霊的な問題と戦わなければなりませ

ん (使8：7)  
 
   ※ その町に大きな喜びが起こりました

(使8：8)  

RUTC․ OMC․ 중직자 시대 특별 메시지(15) 

말씀 성취 속에 있는 중직자 

(행8:1-8) 
 

1. 최고의 응답, 축복, 그리고 최고의
신앙생활은 말씀 성취 속에 있는 삶입니다. 
(1) 렘넌트 7명이 승리한 이유 

(2) 성경에 일어난 기적의 시간표 
(3) 역사(세계사)의 흐름의 이정표 
(4) 교회가 누려야 하는 시대적 과제  

(5) 개인 신앙생활 성공 방법  
 

2. 말씀 성취 되는 그 속에 있으려면 가장
중요한 세가지를 먼저 알아야 합니다. 
(1) 예수 그리스도, 메시아 오신다는

약속과 그 약속 주변의 일들 속에 말씀이
성취 되는 것 
① 창3:15 

② 창6:14 
③ 출3:18 

④ 사7:14 
⑤ 마16:16  

(2) 예수가 그리스도라는 사실을 누리는

것에 모든 말씀이 성취됩니다. 
① 십자가(막10:45)  

② 저주(롬5:8) 
③부활(마28:16-20, 막16:15-20, 행1:8) 

(3) 예수 그리스도께서 하신 말씀 속에

모든 성취가 있습니다. 
① 부활 메시지 
② 보좌 메시지 

③ 미래 약속 
 

3. 어떻게 이 말씀을 체험할 수 있을까
요?(행8:1-8) 
(1) 증거를 먼저 가져야 합니다(행8:1-3). 

(2) 그리스도에 대한 말씀을 일심으로 받을
때 일어납니다(행8:6). 

(3) 영적문제와 싸워야 합니다(행8:7).  
 
※ 그 성에 큰 기쁨이 임했습니다(행8:8). 
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もしかして．．．   

 このような問題に苦しんいるのでは 
ありませんか 

★人生の意味? － 自分はいったいどこ  

から来て、何をして、どこに行くのか 

分からなくて、さまよっていませんか。 

★のろい、災い?－ 何の理由もないのに、

事業、職場、家族、経済に問題があったり、

事故、失敗が続いたりしていませんか。 

★偶像崇拝?  － 占い、お祓い、お札、

供養、宗教をしてみても、本当は安らぎがな

く、苦しみが積み重なっていませんか。 

★病  気?    － 治らない病気、難病、私

だけが分かる病気、名も分からない病気で

苦しんでいませんか。 

★家族問題?  － 家族の中に精神病の

人、何かの霊につかれた人、いろいろな精

神的な症状が続いていたり、子どもの問題

で困っていませんか。 

★うつ病?     － 何もしたくない、だるい、

むなしい、ストレス、不安、孤独でやる気を失

って、自殺したくなったことはありませんか。 

★中  毒?    － 麻薬、お酒、ギャンブ

ル、ゲーム、二重生活などに陥って、   抜

け出せなくなっていませんか。 

★不  安?    － 悪夢、金縛り、幻覚、幻

聴で苦しんでいませんか。 

★宗教生活?  － 宗教をしているけれど、

本当は満たされず、苦しみが続いていませ

んか。 

★以前は?    － 昔に教会に通ったこと 

があったけれど、今は何も意味もなく、さまよ 

っていませんか。 

★信仰生活?  － 信仰生活を熱心にした

けれど、神様が生きておられるという体験は

できず、救いが何か分からないでいるので

はありませんか。 

 

今、解決する道があります！ 
 
(ご意見やご質問のある方は、週報表

紙にある連絡先を利用してください。) 

 

❶ 本来の人間 

神様のかたちに創造され、神様と交わって生き

るように造られました。その人間に神様は、全世

界を支配して治めて生きるすべての祝福を与え

られました（創世記1:27-28）。 

❷ 人間の根本問題 

☆創造主である神様の約束を、悪魔の誘惑によ

って、破ってしまいました（創2:17、ローマ3:23） 

☆罪を犯した結果、神様を離れて、悪魔の思うと

おりに動かされるようになってしまったのです。 

（創世記3:1～6、ヨハネ8:44） 

☆その結果、人生にすべての呪いと災い、苦し

みと死が訪れるようになりました（創3:16-20）。 

❸ 問題を解決する神様の方法（計画） 

☆人間は、神様を離れた問題、罪と呪いの問

題、悪魔につかまった問題を自分から解決する

ことはできないです。 

☆それで神様が直接、この世に、人のからだを

着て来てくださいました。 

☆神様と人間が出会える道を開いてくださり（ヨ

ハネ14:6）、罪と死の勢力から、解放してくださり

（ローマ8:2）、運命を捕まえている悪魔のしわざ

をうち砕いてくださいました（Ｉヨハネ3:8）。 

聖書は、この方をイエス・キリストだと語っている 

❹ それでは、どうすれば良いのでしょうか 

☆このイエス様を心で信じ、口で告白して、その

方を私の救い主として、主人としてお迎えする祈

りをささげれば良いのです。 

（黙示録3:20、ヨハネ1:12） 

❺ 受け入れの祈り 

「愛の神様。今、私は罪人であることを認め、悔

い改めます。イエス様が私のために、十字架で

死んでくださって、復活され、私のすべての問題

を解決してくださった救い主であることを信じ、受

け入れます。今、私の心に入ってくださり、世の

終わりまで私を治めて導いてください。イエス様

のお名前によってお祈りします。アーメン。」 

●ぜひ、覚えましょう！ 

①救いの確信    ②祈りの答えの核心 

③導き（同行）の確信 ④赦しの確信 

⑤勝利の確信 

혹 시...   

이런 문제로 
고민하시지 않으십니까? 

✤인생의미?- 무엇때문에 사는지 모르 

며 보람없는 나날을 보내고 계시지 않 

습니까? 

✤ 저주 재앙?- 특별한 이유없이 사업, 

직장, 가정에서 계속 실패하고 있지 

않습니까? 

✤우상 숭배?- 점치고, 굿하고, 부적을 

붙여도 나아지기는커녕 더 더욱 어려 

워지고 있지 않습니까? 

✤ 질병?- 불치병이나, 난치병으로 고생 

하고 계시지 않습니까? 

✤ 가족 문제?-가족중에 정신병자, 귀신 

들린 사람, 집안에 우환이 계속되고 

있지 않습니까? 

✤ 미래?- 마음이 괴롭고, 인생이 허무 

하며, 미래가 불안하십니까? 

✤ 우울증?- 스트레스로 시달리며 살기 

가 싫고 자살 충동을 자주 느끼 십니 

까? 

✤ 중독?- 마약, 술, 도박, 춤, 낚시 등에 

빠져 어려움을 당하고 있지 않습니까? 

✤ 자녀 문제?- 타락, 가출, 산만함, 

성적부진, 친구관계, 악몽, 자폐아, 

도벽으로 고민하고 계시지 않습니까? 

✤ 불안?- 악몽, 가위눌림, 환상, 환청에 

시달리지 않습니까? 

✤ 종교 생활?- 종교를 갖고 있으면서도 

참 만족이 없고, 고난이 계속되고 있지 

않습니까? 

✤ 이전에?- 옛날에 교회 다녀본 적이 

있었음에도 지금은 그냥 뜻없이 방황 

하고 있지는 않습니까? 

✤ 지금?- 지금 교회를 다니고 있어도 

구원이 뭔지 잘 모르고 계시지 않습 

니까? 

✤ 신앙 생활?- 신앙생활은 열심히 

하지만 하나님이 살아계심을 체험하지 

못하고 살아가고 계시지는 않습니까?  

 

지금 해결받는 길이 있습니다! 

 

➀원래 사람  

 하나님의 형상대로 창조되었고, 하나님과 

교제하며 살도록 창조 되었습니다. 그리고 

사람에게 하나님은 모든 축복과 온 땅을 

정복하고 다스리는 권세를 주셨습니다 

(창세기 1:27-28) 

➁사람의 근본 문제 

▲창조주 하나님과의 약속을 사람은 마귀 

의 유혹으로 어기는 죄를 범했습니다 

 (창 2:17. 3:1-6, 롬 3:23) 

▲죄를 범한 결과로 사람은 하나님을 

떠나,마귀의 종이 되어 버렸습니다(요 8:44) 

▲그 결과 사람에게는 저주와 재앙과 

고통과 죽음이 들어오고 운명과 사주 

팔자에 묶이게 되었습니다(창세기 3:16-20) 

➂하나님의 계획(방법) 

▲사람은 하나님을 떠난 문제와 죄와 

저주의 문제, 마귀에 사로잡혀 있는 문제를 

스스로 해결 할 수 없습니다.  

▲그래서 하나님이 직접, 이 땅에, 사람의 

몸을 입고 이 땅에 오 셨습니다(요 1:14) 

▲하나님과 사람이 만나는 길이 되셨으며 

(요 14:6), 죄와 사망의 문제 에서 해방시키 

셨으며(롬 8:2), 운명을 잡고 있는 마귀의 

일을 멸하기 십자가에서 완전히 해결하셨 

습니다 (요일 3:8) 성경은, 이 분을  “예수 

그리스도” 라고 말씀합니다. 
➃그렇다면 이제 어떻게 하면 됩니까? 

▲이 예수 그리스도로를 당신의 구세주로, 

주인으로 믿고 마음속에 모시는 기도를 

드리시면 됩니다(계시록 3:20, 요 1:12) 
➄영접 기도 
“사랑의 하나님, 이제 나는 죄인인 것을

깨닫고 회개합니다. 예수님께서 저를 위하
여 십자가에서 죽으시고 부활하심을 감사
드립니다. 지금 나는 내 마음의 문을 열고

예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영
접합니다. 지금 내 마음에 들어 오셔서 세
상끝날까지 나를 다스려 주시고, 인도하여

주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도
합니다.아멘” 
✪확신5가지 

(구원,기도응답.인도(동행),사죄,승리) 


