
 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 6/7-11(b) 6/21-25(s) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 7/12-16(s) (7/3まで) 

2部 礼拝  12:00 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 ７/９-11(b) (6/29まで) 

3部 礼拝  14:00 青 年 礼 拝 15:30 專 門 合 宿 8/28-29(b) (8/18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 7/13-17(d) (5/30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 11/2-5(s) (10/22まで) 

［［［［ 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    

  

2009年 6月 14日  第 2４ 号

 

レムナント教会 
REMNANT CHURCH 

レムレムレムレムナントナントナントナント東東東東久留米久留米久留米久留米教教教教会会会会        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    
(080-3271-5003)    (090-8435-0590)    (090-8260-0553) 

 

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    
 

〒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) 

                         

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 ………… イザヤイザヤイザヤイザヤ60:160:160:160:1 ………… 司司司司        会会会会        者者者者 

        賛賛賛賛                美美美美 ………… ((((讃讃讃讃))))6666 ………… 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.22225555    

    
………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 賛賛賛賛        美美美美            ………… ((((讃讃讃讃))))93939393    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 祈祈祈祈        祷祷祷祷            ………… ………………………    ………… 長老長老長老長老                        

 
聖聖聖聖                書書書書    

    

………… 

 

ⅠⅠⅠⅠ部部部部::::エペソエペソエペソエペソ3:143:143:143:14----19191919    

ⅡⅡⅡⅡ部部部部:::: 2:12:12:12:1----10101010    

…………………………………………    

    

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::::    内内内内なるなるなるなる をををを強強強強くくくく    

ⅡⅡⅡⅡ部部部部::::            

………… 
 

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))))406406406406    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 献献献献                金金金金 ………… 松田美穂子松田美穂子松田美穂子松田美穂子////         ………… 当当当当                        番番番番 

        **** 賛賛賛賛                美美美美 ………… ((((讃讃讃讃))))276276276276        ………… 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当番当番当番当番    
代表祈祷: 池田長老 

献金: 田中玲子/  
 

契約契約契約契約のののの祈祈祈祈りりりり   

 
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。 
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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   

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いのちをかけなにいのちをかけなにいのちをかけなにいのちをかけな
ければなりませんければなりませんければなりませんければなりません    

((((エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル 47474747：：：：1111－－－－23)23)23)23)    

 1 1 1 1 講壇講壇講壇講壇はははは神様神様神様神様のののの最高最高最高最高のののの祝福祝福祝福祝福ですですですです                
(1) 神様が働かれる道になります (使 2：
42)                      
(2) 牧会者もこの祝福を味わわなければ
なりません (使 6：2－4)          
(3) イスラエルの民族がみことばから離
れたということです ① 哀 4：15 ② イザ
ヤ 22：23－25                                                          
2222．．．．今今今今からでもみことばをからでもみことばをからでもみことばをからでもみことばを握握握握るとるとるとると生生生生きるよきるよきるよきるよ
うになりますうになりますうになりますうになります                                                                                        
((((1) その時、神様はご自分のみこころを
与えられます                     
(2) 礼拝(講壇)を無視する時、すべてを
逃してしまいます                  
(3) 講壇のみことばを通して、神様はご
自分の偉大なる働きをなさいます     
① 祭壇から水が (エゼキエル 47：1)   
② 人を生かすようになった (エゼキエ
ル47：3－5) ③ 川を生した (エゼキエル
47：6) ④ 木を生かした (エゼキエル47：
7) ⑤ 海を生かすようになった (エゼキ
エル 47：8－9)                                                          
3333．．．．どのようなみことばですかどのようなみことばですかどのようなみことばですかどのようなみことばですか                                
(1) 福音のみことばだけが世界を生かし
ます                            
(2) いのちのみことばだけが人を生かし
ます (エゼキエル 37：2)             
(3) 聖霊の働きによって集団になります 
(エゼキエル 37：5)                 
(4) 教会回復が世界を生かします (エゼ
キエル 47：1－12)                                                           

4444．．．．今今今今、、、、早早早早くくくく回復回復回復回復してこそしてこそしてこそしてこそ、、、、すべてをすべてをすべてをすべてを生生生生かかかか
すことができますすことができますすことができますすことができます                                                                        
(1) 礼拝に成功しなければなりません 
① 使 2：1－47       ② 使 11：19－30 
(2) 講壇を回復しなければなりません 
(使 2：42)                         
(3) 現場にみことばが現れてこそ生かさ
れます ① 使 6：7    ② 使 19：8－20 

 

            ....    

(((( 47:147:147:147:1----23)23)23)23)    

    

1. 1. 1. 1.             . . . .     
(1) (1) (1) (1)         

(((( 2:42).2:42).2:42).2:42).    
(2) (2) (2) (2)             

(((( 6:26:26:26:2----4).4).4).4).    
(3) (3) (3) (3)             

. . . .     
①①①①    4:14:14:14:1----5 5 5 5 ②②②②    22:2322:2322:2322:23----25252525    
2. 2. 2. 2.             

. . . .     
(1) (1) (1) (1)                     

. . . .     
(2) (2) (2) (2) (((( ))))                 

    ....    
(3) (3) (3) (3)                 

        . . . .     
①①①①        (((( 47:1)47:1)47:1)47:1)    
②②②②            (((( 27:327:327:327:3----5)5)5)5)    
③③③③        (((( 47:6)47:6)47:6)47:6)    
④④④④        (((( 47:7)47:7)47:7)47:7)    
⑤⑤⑤⑤            (((( 47:847:847:847:8----9)9)9)9)    
3. 3. 3. 3.     ????    
(1) (1) (1) (1)             

....    
(2) (2) (2) (2)             

(((( 37:2). 37:2). 37:2). 37:2).     
(3) (3) (3) (3)             (((( 37:5).37:5).37:5).37:5).
(4) (4) (4) (4)             

(((( 47:147:147:147:1----12) 12) 12) 12)     
4. 4. 4. 4.                         

....    
(1) (1) (1) (1)         ....    
①①①①    2:12:12:12:1----47 47 47 47 ②②②②    11:1911:1911:1911:19----30303030    
(2) (2) (2) (2)         (((( 2:42)2:42)2:42)2:42)    
(3) (3) (3) (3)                 ....    
①①①①    6:7 6:7 6:7 6:7 ②②②②    19:819:819:819:8----20 20 20 20     
    

 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. 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) 

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. 世界レムナント大会が7月27-30日にあります。 

 (大会登録:5/11-29 会費:レムナント21万ウォン、一般29万ウォン) 

 リーダー:7月23-25日(登録:5/5-17、会費:12万ウォン)会費は庄司泰子まで 

7.今週(6/18(木))から伝道学校が木曜日の10時になり、韓国からの講師を向かえて新しく

スタートします。祈りつつ参加しましょう。 

8.来週は合同礼拝です(10時)。3部のインターネット礼拝は普段通りです。 

9.張先生は訓練と朴志温(HANA教会)先生の引退礼拝出席のため韓国に行きます。 

10.7/5(日)は初穂(麦秋)の感謝礼拝です。真の感謝を回復するよう祈りましょう。 

 

    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 :  

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- 

 

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                   

内内内内なるなるなるなる人人人人をををを強強強強くくくく    

エペソエペソエペソエペソ3:143:143:143:14----19191919    

普通問題普通問題普通問題普通問題にににに遭遭遭遭うとうとうとうと落胆落胆落胆落胆するするするする。。。。落胆落胆落胆落胆にににに

はははは色色色色々々々々なななな理由理由理由理由があるだろうががあるだろうががあるだろうががあるだろうが結局結局結局結局ササササ

タンタンタンタンのののの働働働働きであるきであるきであるきである。。。。正正正正しいしいしいしい考考考考えをえをえをえを    

    

１１１１．．．．内内内内なるなるなるなる人人人人がががが弱弱弱弱くてくてくてくて    

 1) 1) 1) 1)自分自分自分自分をををを責責責責めないでめないでめないでめないで    

 2) 2) 2) 2)正直正直正直正直になるようにになるようにになるようにになるように    

3)3)3)3)機会機会機会機会にしようにしようにしようにしよう    

    

２２２２．．．．内内内内なるなるなるなる人人人人をををを強強強強くくくく    

 1) 1) 1) 1)キリストキリストキリストキリストにあってにあってにあってにあって    

2)2)2)2)御言葉御言葉御言葉御言葉のののの中中中中でででで    

3)3)3)3)祈祈祈祈りのりのりのりの中中中中でででで    

    

３３３３．．．．問題問題問題問題のののの向向向向こうのこうのこうのこうの希望希望希望希望をををを覗覗覗覗くくくく    

1)1)1)1)現場現場現場現場にににに神神神神のののの国国国国をををを    

2)2)2)2)現場現場現場現場にいのちのにいのちのにいのちのにいのちの運動運動運動運動をををを    

3)3)3)3)地域地域地域地域にににに御言葉御言葉御言葉御言葉のののの運動運動運動運動をををを    

    

結論結論結論結論：：：：定刻定刻定刻定刻のののの祈祈祈祈りりりり    

                礼拝礼拝礼拝礼拝のののの祈祈祈祈りりりり    

                現場現場現場現場のののの祈祈祈祈りりりり    

            

3:143:143:143:14----19191919    

    

                

....     

                    

    

    ....             

    

1.1.1.1.             

 1) 1) 1) 1)     

 2) 2) 2) 2)     

 3) 3) 3) 3)         

    

2.2.2.2.             

 1) 1) 1) 1)         

 2) 2) 2) 2)         

 3) 3) 3) 3)         

    

3.3.3.3.             

 1) 1) 1) 1)             

 2) 2) 2) 2)         

 3) 3) 3) 3)         

        

::::     

                        

                        

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      

    

共同体共同体共同体共同体とととと産業宣産業宣産業宣産業宣教教教教（（（（250250250250））））    

OMCOMCOMCOMC 時代時代時代時代のためののためののためののための答答答答ええええ ( ( ( (17171717))))    

死死死死んだものをんだものをんだものをんだものを生生生生かすかすかすかす重職者重職者重職者重職者・・・・産業人産業人産業人産業人    

((((使使使使2222：：：：9999－－－－11)11)11)11)    
    

1111．．．．最高最高最高最高のののの祝福祝福祝福祝福をををを受受受受けたけたけたけたユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは、、、、そのそのそのその

内容内容内容内容をををを知知知知りませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした        

                        (1) (1) (1) (1) 聖書聖書聖書聖書 ( ( ( (創創創創1111：：：：1111－－－－13) 13) 13) 13)     

                        (2) (2) (2) (2) メシヤメシヤメシヤメシヤ ( ( ( (創創創創3333：：：：15) 15) 15) 15)     

                        (3) (3) (3) (3) 世界福音化世界福音化世界福音化世界福音化 ( ( ( (創創創創3333：：：：16161616－－－－20)20)20)20)            

                        

    

            2222．．．．初代教会初代教会初代教会初代教会のののの力力力力はははは死死死死んだものをんだものをんだものをんだものを生生生生かしかしかしかし

ましたましたましたました        

                        (1) (1) (1) (1) 使使使使1111：：：：12121212－－－－14 14 14 14     

                        (2) (2) (2) (2) 使使使使2222：：：：1111－－－－6 6 6 6     

                        (3) (3) (3) (3) 使使使使2222：：：：9999－－－－11111111            

                    

    

            3333．．．．初代教会初代教会初代教会初代教会はははは死死死死んだものをんだものをんだものをんだものを生生生生かすかすかすかす産業産業産業産業

人人人人でしたでしたでしたでした        

                     (1)  (1)  (1)  (1) 使使使使2222：：：：41 41 41 41     

                        (2) (2) (2) (2) 使使使使2222：：：：42 42 42 42     

                        (3) (3) (3) (3) 使使使使2222：：：：46464646－－－－47 47 47 47     

        

    
    

    ((((222250505050))))    

OMCOMCOMCOMC          ( ( ( (11117777))))    

                ․․․․     

    

(((( 2:92:92:92:9----11)11)11)11)    
    

1. 1. 1. 1.                 

        . . . .     

(1) (1) (1) (1) (((( 1:11:11:11:1----13)13)13)13)    

(2) (2) (2) (2) (((( 3:15)3:15)3:15)3:15)    

(3) (3) (3) (3) (((( 3:163:163:163:16----20) 20) 20) 20)     

2. 2. 2. 2.             

....    

(1) (1) (1) (1) 1:121:121:121:12----14141414    

(2) (2) (2) (2) 2:12:12:12:1----6666    

(3) (3) (3) (3) 2:92:92:92:9----11 11 11 11     

3. 3. 3. 3.             

....    

(1) (1) (1) (1) 2:412:412:412:41    

(2) (2) (2) (2) 2:422:422:422:42    

(3) (3) (3) (3) 2:462:462:462:46----47 47 47 47     

    



 


