
 集集集集    会会会会    案案案案    内内内内  

[ [ [ [ 聖聖聖聖    日日日日    礼礼礼礼    拝拝拝拝 ] ] ] ]     [  [  [  [ 日日日日    曜曜曜曜    学学学学    校校校校 ] ] ] ]    1 次 合 宿 7/20-24(s) 7/27-31(b) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 8/ 3- 7(s) (7/25まで) 

2部 礼拝  12:00 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 8/14-16(s) (8/1まで) 

3部 礼拝  14:00 青 年 礼 拝 15:30 專 門 合 宿 8/22-23(b) (8/8まで) 

［［［［埼玉伝道学校埼玉伝道学校埼玉伝道学校埼玉伝道学校］］］］(水) 10:00-11:30 伝 道 合 宿 8/18-22(d) (8/8まで) 

［［［［レムナントレムナントレムナントレムナント核心核心核心核心］］］］(土) 17:00(RUTC) 産 業 合 宿  

［［［［ 朝朝朝朝 のののの 祈祈祈祈 りりりり 会会会会 ］］］］(毎日) 07:00 中 高 合 宿  

 

交 通 及交 通 及交 通 及交 通 及 びびびび地 図地 図地 図地 図  

南浦和南浦和南浦和南浦和                三郷駅三郷駅三郷駅三郷駅                                            西船橋西船橋西船橋西船橋    

                                                            waocity  

ｾﾌｾﾌｾﾌｾﾌﾞ゙゙゙ﾝｲﾚﾌﾝｲﾚﾌﾝｲﾚﾌﾝｲﾚﾌﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ        日本生命日本生命日本生命日本生命                                    郵便局郵便局郵便局郵便局                    

                                                        

                                    花屋花屋花屋花屋さんさんさんさん                ????         レムナントレムナントレムナントレムナント教会教会教会教会     

車車車車：：：：東京外環三郷西東京外環三郷西東京外環三郷西東京外環三郷西 IC / IC / IC / IC / 首都高首都高首都高首都高６６６６号線三郷号線三郷号線三郷号線三郷 ICICICIC東出口東出口東出口東出口をををを出出出出てててて

        信号信号信号信号「「「「花和田花和田花和田花和田」」」」をををを左左左左にににに曲曲曲曲がってがってがってがって駅方向駅方向駅方向駅方向にまっすぐにまっすぐにまっすぐにまっすぐ           
 

 祈祈祈祈 り のり のり のり の 課 題課 題課 題課 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OMCOMCOMCOMC：：：： りそなりそなりそなりそな 郷郷郷郷4489413448941344894134489413---- 姫姫姫姫    
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レムナント教会 
REMNANT CHURCH 

 

担任担任担任担任牧師牧師牧師牧師 : : : :    張張張張    寅寅寅寅    相相相相        InInInIn----Sang ChangSang ChangSang ChangSang Chang    
講 道 師 : 姜 盛 植  Seong-Sik Kang 

 

〒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(牧師) 

                         Cell. 090-9834-9363(姜盛植) 

http://www.misatogospel.net ,E-mail:darakjapan@msn.com  
 

レムナントレムナントレムナントレムナント東京教会東京教会東京教会東京教会        レムナントレムナントレムナントレムナント倉敷教会倉敷教会倉敷教会倉敷教会        レムナントレムナントレムナントレムナント福井教会福井教会福井教会福井教会    
(080-5213-3114)    (090-8435-0590)    (090-8260-0553) 



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

  

  聖聖聖聖    日日日日    礼礼礼礼    拝拝拝拝   

            

                    司会司会司会司会、、、、説教説教説教説教 : : : :    張張張張    寅寅寅寅    相相相相    師師師師
契約契約契約契約のののの祈祈祈祈りりりりをををを黙想黙想黙想黙想しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！    

        前前前前                奏奏奏奏 ……………………………………………… 奏奏奏奏        楽楽楽楽        者者者者 

        招招招招                詞詞詞詞 ………… ⅠⅠⅠⅠペテロペテロペテロペテロ2:102:102:102:10 ………… 司司司司        会会会会        者者者者 

        賛賛賛賛                美美美美 ………… ((((讃讃讃讃))))    27272727 ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

        告告告告                白白白白 ………… 使使使使    徒徒徒徒    信信信信    条条条条 ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

        交交交交                読読読読 ………… No.No.No.No.22229999    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 祈祈祈祈                祷祷祷祷 ………… 心心心心をををを一一一一つにつにつにつに    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 賛賛賛賛                美美美美            ………… ((((讃讃讃讃))))    219219219219    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 
聖聖聖聖                書書書書    

 

………… 

 

ⅠⅠⅠⅠ部部部部::::    出出出出エエエエ3333：：：：1111－－－－20202020    

ⅡⅡⅡⅡ部部部部::::    빌빌빌빌4:134:134:134:13    

…………………………………………    

    
司司司司        会会会会        者者者者    

 

  聖聖聖聖    歌歌歌歌    隊隊隊隊     

 
説説説説                教教教教 

 

………… 

 

ⅠⅠⅠⅠ部部部部::::神様神様神様神様がががが呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる時時時時    

ⅡⅡⅡⅡ部部部部::::전도자의전도자의전도자의전도자의    준비준비준비준비    

………… 

 
張張張張    寅寅寅寅    相相相相    師師師師    

    

 賛賛賛賛                美美美美 ………… ((((讃讃讃讃))))    377377377377    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 献献献献                金金金金 ………… 大竹昌枝大竹昌枝大竹昌枝大竹昌枝    ////    이이이이시연시연시연시연    ………… 当当当当                        番番番番 

        **** 賛賛賛賛                美美美美 ………… ((((讃讃讃讃) ) ) ) 277277277277    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

        **** 祝祝祝祝                祷祷祷祷 ……………………………………………… 張張張張    寅寅寅寅    相相相相    師師師師    

 報報報報                告告告告 ……………………………………………… 司司司司        会会会会        者者者者 

 後後後後                奏奏奏奏 ……………………………………………… 奏奏奏奏        楽楽楽楽        者者者者 

  

    ****はおはおはおはお立立立立ちちちち願願願願いますいますいますいます。。。。                

講壇講壇講壇講壇ののののメッセージメッセージメッセージメッセージによるによるによるによるOnenessOnenessOnenessOnenessのののの祝福祝福祝福祝福をををを！！！！    

▸▸▸▸来週来週来週来週のののの献金当番献金当番献金当番献金当番    Ⅰ部 : 張替淳子 Ⅱ部 : 이인숙 

契約契約契約契約のののの祈祈祈祈りりりり  언약기도언약기도언약기도언약기도 

 
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 



地域礼拝地域礼拝地域礼拝地域礼拝メッセージメッセージメッセージメッセージ  지역예배메지역예배메지역예배메지역예배메세세세세지지지지 

答答答答えがえがえがえが来来来来たたたた時時時時((((使使使使16161616：：：：19191919－－－－31)31)31)31)    
    
1111．．．．福音福音福音福音をををを持持持持つつつつ神神神神様様様様のののの子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、祈祈祈祈りのりのりのりの答答答答
えがなくてもえがなくてもえがなくてもえがなくても問題問題問題問題になることがありませになることがありませになることがありませになることがありませ
んんんん    
 (1)すでに神様がともにおられるためです 
①創39：2   ②出14：11、13    
③Ⅰサムエル3：19 ④Ⅰサムエル17：35 
⑤Ⅰ列19：1－7、Ⅱ列6：8－24    
⑥イザヤ62：6－12 ⑦マタイ28：20  

 (2) 答えがないその時間が、もっとも良
い時間になれます 
① モーセのミデヤンの苦難    
② ダビデの苦難の時期    
③ 初代教会の苦難 

    
2222．．．．福音福音福音福音をををを持持持持つつつつ神様神様神様神様のののの子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、答答答答えられえられえられえられ
てもてもてもても興奮興奮興奮興奮しませんしませんしませんしません    
 (1) キリストの以外には真理がないため
です (使4：12)  
 (2) 病んでいる者が癒されなくても、イ
エスはキリストであるためです 
 (3) 悪霊に取りつかれた者を癒したこと
について、興奮したり、誇りませんでした
 (4) そのために牢屋に行くようになった
ことも恐れたり、興奮しませんでした 
 (5) その夜、奇跡が起きましたが、皆が
驚いて、看守も驚きました。しかし、パウ
ロとシラスは驚きませんでした 
    
3333．．．．福音福音福音福音をををを持持持持つつつつ子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、そのそのそのその後後後後ろにあるろにあるろにあるろにある
神様神様神様神様のみこころをのみこころをのみこころをのみこころを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、真真真真のものをのものをのものをのものを続続続続
けてけてけてけて味味味味わいわいわいわい、、、、神様神様神様神様にににに栄光栄光栄光栄光をささげるをささげるをささげるをささげる生活生活生活生活をををを
味味味味わいわいわいわい、、、、神様神様神様神様にににに栄光栄光栄光栄光をささげるをささげるをささげるをささげる生活生活生活生活をををを続続続続けけけけ
ることができてることができてることができてることができて、、、、またまたまたまた、、、、続続続続けなければなりけなければなりけなければなりけなければなり
ませんませんませんません    
    (1) トロアスで答えがなかった時、マケ
ドニヤという大きな計画を見るようにな
りました (使16：6－10)  
 (2) ルデヤに出合ってピリピ伝道の大き
な門を見るようになりました (使16：15、
16：16－18)  
 (3) ローマの市民権を持っているパウロ
は、権利を使わずに牢屋に入って看守を救
うことが起きました(使16：30－31) 
    
※※※※    福音福音福音福音をををを持持持持つつつつ人人人人はははは、、、、世世世世のののの中中中中よりそのよりそのよりそのよりその後後後後ろろろろ
にあるものにあるものにあるものにあるもの、、、、人人人人よりそのよりそのよりそのよりその後後後後ろにあるものろにあるものろにあるものろにあるもの、、、、
事件事件事件事件よりそのよりそのよりそのよりその後後後後ろろろろにあるものにあるものにあるものにあるもの、、、、答答答答えとえとえとえと成功成功成功成功
よりそのよりそのよりそのよりその後後後後ろにあるものをろにあるものをろにあるものをろにあるものを見見見見ますますますます    
私私私私たちがたちがたちがたちが見見見見るべきものをるべきものをるべきものをるべきものを見見見見てこそてこそてこそてこそ、、、、真真真真のののの

ものをものをものをものを味味味味わうことができるためですわうことができるためですわうことができるためですわうことができるためです 

 

응답이응답이응답이응답이    왔을왔을왔을왔을    때때때때 ( ( ( (행행행행16:1916:1916:1916:19----31)31)31)31)         
 

1. 1. 1. 1. 복음복음복음복음    가진가진가진가진    하나님의하나님의하나님의하나님의    자녀는자녀는자녀는자녀는    기도응답이기도응답이기도응답이기도응답이
오지오지오지오지    않아도않아도않아도않아도    문제될문제될문제될문제될    것이것이것이것이    없습니다없습니다없습니다없습니다....    
 (1) 이미 하나님이 함께하시기 때문입니다. 
  ① 창39:2  ② 출14:11,13  ③ 삼상3:19  

④ 삼상17:35  ⑤ 왕상19:1-7,왕하
6:8-24  

⑥ 사62:6-12  ⑦ 마28:20  
 (2) 응답 없는 그 시간이 가장 좋은 시간이
될 수 있습니다. 
  ① 모세의 미디안 고난  

② 다윗의 고난의 시기 ③ 초대교회 고난    
    
2. 2. 2. 2. 복음복음복음복음    가진가진가진가진    하나님의하나님의하나님의하나님의    자녀는자녀는자녀는자녀는    응답이응답이응답이응답이    와도와도와도와도
흥분하지흥분하지흥분하지흥분하지    않습니다않습니다않습니다않습니다....    
 (1) 그리스도 외에는 진리가 없기 때문입니
다(행4:12). 
 (2) 병든 자가 낫지 않아도 예수는 그리스
도이시기 때문입니다. 
 (3) 귀신들린 자를 고친 것에 대하여 흥분
하거나 자랑하지 않았습니다. 
 (4) 그것 때문에 감옥에 가게 된 것도 두려
워하거나 흥분하지 않았습니다. 
 (5) 그날 밤에 기적이 일어났습니다. 그 일
에 모두가 놀라고 간수가 놀랐습니다. 바울
과 실라는 크게 동요하지 않았습니다. 
 

3. 3. 3. 3. 복음복음복음복음    가진가진가진가진    자녀는자녀는자녀는자녀는    뒤에뒤에뒤에뒤에    있는있는있는있는    하나님의하나님의하나님의하나님의    뜻뜻뜻뜻
을을을을    찾아찾아찾아찾아    참된참된참된참된    것을것을것을것을    계속계속계속계속    누리며누리며누리며누리며    하나님께하나님께하나님께하나님께    영영영영
광을광을광을광을    돌리는돌리는돌리는돌리는    삶을삶을삶을삶을    계속계속계속계속    누리며누리며누리며누리며    하나님께하나님께하나님께하나님께    영영영영
광광광광    돌리는돌리는돌리는돌리는    삶을삶을삶을삶을    계속계속계속계속    할할할할    수수수수    있으며있으며있으며있으며, , , , 그그그그    삶을삶을삶을삶을
계속계속계속계속    해야해야해야해야    되는되는되는되는    것입니다것입니다것입니다것입니다. . . .     
(1) 드로아에서 응답 없는 중에 마게도냐 라
는 큰 계획을 보게 되었습니다(행16:6-10). 
(2) 루디아를 만나 빌립보 전도의 큰 문을
보게 되었습니다(행16:15, 16:16-18). 
(3) 로마 시민권자인 바울은 권리를 사용하
지 않고 감옥에 들어가서  
간수를 구원하는 일이 일어났습니다(행
16:30-31). 
 

※※※※    복음복음복음복음    가진가진가진가진    사람은사람은사람은사람은    세상보다세상보다세상보다세상보다    그그그그    뒤에뒤에뒤에뒤에    있있있있
는는는는    것것것것, , , , 사람사람사람사람    보다보다보다보다    그그그그    뒤에뒤에뒤에뒤에    있는있는있는있는    것것것것, , , ,     
    사건사건사건사건    보다보다보다보다    그그그그    뒤에뒤에뒤에뒤에    있는있는있는있는    것것것것, , , , 응답과응답과응답과응답과    성공보성공보성공보성공보
다다다다    그그그그    뒤에뒤에뒤에뒤에    있는있는있는있는    것을것을것을것을    봅니다봅니다봅니다봅니다. . . .     
    우리가우리가우리가우리가    볼볼볼볼    것을것을것을것을    보아야보아야보아야보아야    참된참된참된참된    것을것을것을것을    누릴누릴누릴누릴    수수수수
있기있기있기있기    때문입니다때문입니다때문입니다때문입니다.... 

 おおおお    知知知知    らららら    せせせせ     

 

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.任職式（長老、按手執事、勧士）が10/14に予定されています。祈りつつ備えましょう

(候補者)長老 - 栗田渡、池田仁、小林秀明、藤盛国昭、文炳吉、鄭海寅、佐々木洋朗 

              中田松雄、田淑姫 

     按手執事 - 御手洗卓雄、浅倉勝巳、山津一男 

     勧士 - 張替淳子、田中玲子、大竹昌枝、李啓蓮、朴賛淑、権ハンナ、鄭二淑、

        白仁淑、李仁淑、李仁順、全美蘭、金姫珍、金海玉、박하영, 始衍 

             方香美、佐々木智香子、山津春美、丁宣弘 

  任職される方の最終発表は９月に行います。  

3. 張先生は世界レムナント大会のリーダー修練会に参加する為に韓国にいらっしゃい

ます。祈ってください。 

4.世界レムナント大会や世界宣教大会のために祈りましょう。 

5.教会の一泊修養会があります(8/13-14,会費:一人5千円,場所:塩原温泉ホテル)。 

 藤盛さんと鄭二淑さんに申し込んでください。 

    先週先週先週先週のののの献金献金献金献金     

1. 十分の一 : 

 
 

2. 感謝献金 : 

 
 

3. 宣教献金 : 

 
 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、 

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) :  

 

○○○○＃＃＃＃祝福祝福祝福祝福あればあればあればあればミニミニミニミニOMCOMCOMCOMCメンバーメンバーメンバーメンバーにににに！！！！((((入会費入会費入会費入会費:10:10:10:10万万万万、、、、会費会費会費会費:1:1:1:1万万万万////月月月月))))――――庄司泰子庄司泰子庄司泰子庄司泰子までまでまでまで    

主主主主のののの名名名名によりによりによりにより歓迎歓迎歓迎歓迎いたしますいたしますいたしますいたします…………        

    



聖日聖日聖日聖日メッセージメッセージメッセージメッセージ  주주주주    일일일일    메메메메    시시시시    지지지지 

神様神様神様神様がががが呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる時時時時    

((((出出出出エエエエ3333：：：：1111－－－－20)20)20)20)    

 

序論序論序論序論    

    神様神様神様神様がががが呼呼呼呼ばれたばれたばれたばれた時時時時、、、、私私私私はどのよはどのよはどのよはどのよ

うにうにうにうに反応反応反応反応するのかするのかするのかするのか？？？？    

 

1.1.1.1.使命使命使命使命    

(1) モーセが持っていた使命意識 

(2) 神様の心 

(3) 神様の出エジプト計画 

 

2.2.2.2.神様神様神様神様のののの時刻表時刻表時刻表時刻表    

(1)過去のモーセ 

(2)神様の準備 

(3)呼ばれる時刻表 

→まず、神様の存在を知らせる 

 

3.3.3.3.呼呼呼呼ばれたことにばれたことにばれたことにばれたことに対対対対するするするする反応反応反応反応    

(1)モーセの反応 

(2)神様の反応 

(3)私たちの反応 

 

結論結論結論結論    

    神様神様神様神様のののの計画計画計画計画はははは確実確実確実確実ですですですです    

→→→→世界福音化世界福音化世界福音化世界福音化、、、、レムナントレムナントレムナントレムナント運動運動運動運動、、、、    

20202020のののの戦略戦略戦略戦略    

もしもしもしもし、、、、自分自分自分自分がががが呼呼呼呼ばれるとしたらばれるとしたらばれるとしたらばれるとしたら???? 

하나님이하나님이하나님이하나님이    부르실부르실부르실부르실    때때때때    

((((출출출출 3:1 3:1 3:1 3:1----20)20)20)20) 

 

서론서론서론서론        

: : : : 하나님의하나님의하나님의하나님의    부르심부르심부르심부르심    앞에앞에앞에앞에    섰을섰을섰을섰을    때때때때,,,,    

    나는나는나는나는    어떻게어떻게어떻게어떻게    반응할반응할반응할반응할    것인가것인가것인가것인가????    

 

1. 1. 1. 1. 사명사명사명사명 

(1) 모세가 가진 사명의식 

(2) 하나님의 마음 

(3) 하나님의 출애굽 계획 

    

2. 2. 2. 2. 하나님의하나님의하나님의하나님의    시간표시간표시간표시간표 

(1) 과거의 모세 

(2) 하나님의 준비 

(3) 부르심의 시간표  

-> 먼저, 하나님의 존재를 알리심 

    

3. 3. 3. 3. 부르심에부르심에부르심에부르심에    대한대한대한대한    반응반응반응반응 

(1) 모세의 반응 

(2) 하나님의 반응 

(3) 우리의 반응  

 

결론결론결론결론        

: : : : 하나님의하나님의하나님의하나님의    계획은계획은계획은계획은    분명하다분명하다분명하다분명하다. . . .     

----> > > > 세계복음화세계복음화세계복음화세계복음화, , , , 렘넌트렘넌트렘넌트렘넌트    운동운동운동운동, , , ,     

20202020가지가지가지가지    전략전략전략전략    

혹시혹시혹시혹시, , , , 내가내가내가내가    부름을부름을부름을부름을    받는다면받는다면받는다면받는다면???????? 

----産業宣教産業宣教産業宣教産業宣教メッセージメッセージメッセージメッセージ     산업선교메시지산업선교메시지산업선교메시지산업선교메시지 

    

共共共共同体同体同体同体とととと産業宣産業宣産業宣産業宣教教教教（（（（202020209999））））    

OMCOMCOMCOMC のののの使命使命使命使命（（（（55552222））））    

重職者重職者重職者重職者ととととメッセージメッセージメッセージメッセージ    

((((イザヤイザヤイザヤイザヤ40404040：：：：6666－－－－8)8)8)8)    
    

1111．．．．重職者重職者重職者重職者はははは礼拝礼拝礼拝礼拝にににに成功成功成功成功しなければしなければしなければしなければ、、、、時時時時にににに産産産産

業人業人業人業人はははは礼拝礼拝礼拝礼拝にににに成功成功成功成功しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません    

－－－－    礼拝礼拝礼拝礼拝とはとはとはとは何何何何ですかですかですかですか    

(1) 創13：18        

(2) 創28：10－24、32：23－32      

(3) 出3：18 

(4) Ⅰサムエル3：1－18、19    

(5) 詩23：1－6   

(6) イザヤ40：6－8、27－31、 

エゼキエル37：1－10、47：1－21 

(7) マタイ4：1－10、11、 

マタイ16：13－20、使2：1－47    
    

2222．．．．どのようにどのようにどのようにどのように礼拝礼拝礼拝礼拝しなければならないでししなければならないでししなければならないでししなければならないでし

ょうかょうかょうかょうか    

(1) みことばに集中と癒し (力)    

(2) みことばの答えと実践    

(3) みことばの祝福と平日 

(4) 証拠と証人             

(5) 実と弟子            

(6) 現場と産業の答え 

(7) 現場と弟子の集い 
    

3333．．．．イザヤイザヤイザヤイザヤ40404040：：：：6666－－－－18181818    

(1) 過去に対する正確な解釈が、みこと

ばです 

(2) 今日に対するもっとも偉大な味わい

が、みことばを正確に見つけることです 

(3) 明日に対する正確な方向が、みこと

ばです 

① ローマ15：4  

② Ⅰコリント10：11     

③ Ⅱペテロ2：6  

     

공동체와공동체와공동체와공동체와    산업선교산업선교산업선교산업선교((((202020209999))))    

OMCOMCOMCOMC의의의의    사명사명사명사명((((55552222))))    

중직자와중직자와중직자와중직자와    메시지메시지메시지메시지    

((((사사사사40:640:640:640:6----8)8)8)8)    

    
1. 1. 1. 1. 중직자는중직자는중직자는중직자는    예배에예배에예배에예배에    성공해야성공해야성공해야성공해야, , , , 특히특히특히특히    산업산업산업산업

인은인은인은인은    예배에예배에예배에예배에    성공해야성공해야성공해야성공해야    합니다합니다합니다합니다    ----    예배예배예배예배

란란란란    무엇입니까무엇입니까무엇입니까무엇입니까????    

(1) 창13:18  

(2) 창28:10-24, 32:23-32 

(3) 출3:18 

(4) 삼상3:1-18, 19 

(5) 시23:1-6 

(6) 사40:6-8, 27-31, 겔37:1-10, 

47:1-21 

(7) 마4:1-10,11, 마16:13-20, 행

2:1-47    

    

2. 2. 2. 2. 어떻게어떻게어떻게어떻게    예배해야예배해야예배해야예배해야    합니까합니까합니까합니까????    

(1) 말씀 집중과 치유(힘) 

(2) 말씀 응답과 실천 

(3) 말씀 축복과 평일 

(4) 증거와 증인 

(5) 열매와 제자 

(6) 현장과 산업 응답 

(7) 현장과 제자 모임 

 

3. 3. 3. 3. 사사사사40:640:640:640:6----18181818    

(1) 과거에 대한 정확한 해석이 말씀

입니다. 

(2) 오늘에 대한 가장 위대한 누림이

말씀을 정확하게 찾는 것입니다. 

(3) 내일에 대한 정확한 방향이 말씀

입니다. 

① 롬15:4  

② 고전10:11  

③ 벧후2:6 



 


