
 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  10/11-15(b) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 10/18-22(b) (10/9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) 

［［［［埼玉伝道学校埼玉伝道学校埼玉伝道学校埼玉伝道学校］］］］(火) 10:00-11:30 伝 道 合 宿 12/7-11(d)(10/30まで) 

［［［［レムナントレムナントレムナントレムナント核心核心核心核心］］］］(土) 16:00(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) 06:00 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、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OMCOMCOMCOMC：：：：埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそな三三三三郷郷郷郷4489413448941344894134489413----田淑田淑田淑田淑姫姫姫姫    

  

2009 9 20   37 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) 

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) 

  

  聖日聖日聖日聖日    礼拝礼拝礼拝礼拝   

            
                    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))))21212121 ………… 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 ………… 
NoNoNoNo33338888....    

    
………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 賛賛賛賛        美美美美            ………… ((((讃讃讃讃))))91,9691,9691,9691,96    ………… 会会会会                        衆衆衆衆 

 祈祈祈祈        祷祷祷祷            ………… ………………………    ………… 池田仁池田仁池田仁池田仁長老長老長老長老                        

 
聖聖聖聖                書書書書    

    

………… 

 

ⅠⅠⅠⅠ部部部部::::主人公主人公主人公主人公のののの人生人生人生人生    

ⅡⅡⅡⅡ部部部部::::         

…………………………………………    

    

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::::ピリピリピリピリピピピピ4444：：：：6666－－－－7777    

ⅡⅡⅡⅡ部部部部:::: 6:106:106:106:10----20202020    
………… 

 

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))))502,235502,235502,235502,235    ………… 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////     ………… 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: 小林秀明長老 

献金:小嶋美智子  
 

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。 

 

 
 ,   

  ,    
 .    

      
  .  

      
     
.       

    . 
      

. 
      

 .   
     

     
  .  
     

 .    
    ,  

      
  . 

 ,     
     

 .     
   .   

     
,      

   ,   
     . 
      

      
      

.     
  ,    

   ,  
   . 

   ,   
  .  

     ,  
       

 5     . 
      

   . -  



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   

主主主主のみことばのみことばのみことばのみことば    

((((ハガイハガイハガイハガイ 1111：：：：1111－－－－6)6)6)6)    

    1111．．．．神様神様神様神様のみことばをのみことばをのみことばをのみことばを握握握握ってこそってこそってこそってこそ、、、、勝利勝利勝利勝利
できますできますできますできます ( ( ( (ハガイハガイハガイハガイ 1111：：：：1) 1) 1) 1)                                                             
(1) まず預言者ハガイに主がみことばを
与えられました  － 主のしもべたちが
先にみことばの確信を持つべきで     
(2) ユダの総督ゼルバベルに与えられ
たみことばです                   
(3) 大祭司ヨシュアに与えられたみこと
ばです ① このみことばは何を意味しま
すか。すべての民がみことばだけ握って
も奇跡が起きます ② すべての信徒が
みことばを先に握らなければなりません 
(出 3：16－18、ヨシュア 3：1－3)       
2222．．．．どういうみことばをどういうみことばをどういうみことばをどういうみことばを握握握握らなければなりらなければなりらなければなりらなければなり
ませんかませんかませんかませんか                            
(1) 時期を逃してはならないということで
す。すべてには時があるためです (伝
3：1－10 神様の時間に神様の働きをし
てこそ、神様の祝福を受けることができ
ます (ハガイ 1：2)                  
(2) 私たちの行いを見なければなりませ
ん (ハガイ 1：4) 私たちは立派な家に住
んでいるけれども、主の契約の箱は荒
れ果てた場所にあるためで          
(3) 貧しさが解決されず、幸せがない理由を
確認しなさいという意味です (ハガイ 1：6)              
3333．．．．私私私私たちがたちがたちがたちが必必必必ずずずず考考考考えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない
ことがありますことがありますことがありますことがあります                                                                                
(1) 教会堂は文化であるため、教会堂文化を
残した国家は富み、像文化が主導した国は
滅びました (出 20：3－5)               
(2) 教会堂は礼拝場所であるため、すべての
民が来て礼拝しやすく、安らぎを得るようしな
ければなりません               
(3) 教会堂は弟子の跡を残す現場です 多く
の文化作品と専門家の信仰作品を残さなけ
ればなりません                  
※※※※    このようなこのようなこのようなこのような教会堂教会堂教会堂教会堂をををを建築建築建築建築しましょうしましょうしましょうしましょう    

 

 

    

        

(((( :1:1:1:1:1:1:1:1----6)6)6)6) 

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

(1)     
 . 

-      
 . 

(2)     
. 

(3)    
. 

①    ?  
    

. 
②      

.( 3:16-18, 3:1-3) 
2. 2. 2. 2.             ????    
(1)    .  

   .( 3:1-10) 
     
    
.( 1:2) 

(2)    .( 1:4) 
      

    .  
(3)   ,   

  .( 1:6) 
3. 3. 3. 3.                     . 
(1)     

    ,  
    
.( 20:3-5) 

(2)      
     

    .  
(3)     

.  
      

 .  
※※※※            .... 

 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、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. 9/23(水)教会学校教師のセミナーがあります(10:00-16:00)講師-ParkWooyoung教授 

   場所：東京RUTC、会費：3千円、子供の参加を歓迎します。 

8. 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9/27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 

9. 10/12-13韓国で新来者修練会があります。行かれる方は小林さんに申し出てください。 

    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 : 

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                   

主人公主人公主人公主人公のののの人生人生人生人生    

ピリピピリピピリピピリピ4444：：：：6666－－－－7777    

    

聖書聖書聖書聖書のののの強強強強いいいい勧勧勧勧めのめのめのめの一一一一つがつがつがつが心配心配心配心配しないしないしないしない

でででで祈祈祈祈りなさいであるりなさいであるりなさいであるりなさいである。。。。クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンはははは神神神神

様様様様のののの答答答答えがえがえがえが約束約束約束約束されているされているされているされている人人人人であるであるであるである。。。。    

    

１１１１．「．「．「．「――――のためにのためにのためにのために」」」」をををを投投投投げげげげ捨捨捨捨てるようにてるようにてるようにてるように    

    1)1)1)1)環境環境環境環境    

    2)2)2)2)人人人人    

    3)3)3)3)条件条件条件条件    

    4)4)4)4)エキストラエキストラエキストラエキストラのののの人生人生人生人生    

    

２２２２．「．「．「．「――――にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず」」」」のののの信仰信仰信仰信仰にににに立立立立てててて    

    1)1)1)1)成功者成功者成功者成功者のののの特徴特徴特徴特徴    

    2)2)2)2)永遠永遠永遠永遠なるなるなるなる解放解放解放解放    

    3)3)3)3)永遠永遠永遠永遠なるなるなるなる同行同行同行同行    

    4)4)4)4)主人公人生主人公人生主人公人生主人公人生    

    

３３３３．．．．主主主主をををを見上見上見上見上げるようにげるようにげるようにげるように    

    1)1)1)1)紅海紅海紅海紅海のののの前前前前にににに立立立立つつつつモーセモーセモーセモーセ    

    2)2)2)2)主主主主をををを見上見上見上見上げるげるげるげる人人人人はははは    

    ３３３３））））ただただただただ聖霊聖霊聖霊聖霊がががが臨臨臨臨まれるときまれるときまれるときまれるとき    

    

結論結論結論結論：：：：一人一人一人一人でででで    

                祈祈祈祈りのりのりのりの計画計画計画計画            

                伝道伝道伝道伝道のののの計画計画計画計画    

                礼拝礼拝礼拝礼拝のののの計画計画計画計画    

        

4:64:64:64:6----7777    

    

                            

        ....     

                ....    

    

1.1.1.1.[[[[---- ]]]]             

 1) 1) 1) 1)     

 2) 2) 2) 2)     

 3) 3) 3) 3)     

 4) 4) 4) 4)         

    

2.[2.[2.[2.[---- ]]]]             

 1) 1) 1) 1)         

 2) 2) 2) 2)         

 3) 3) 3) 3)         

 4) 4) 4) 4)         

    

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（（（（222266664444））））    

OMCOMCOMCOMC 時代時代時代時代のためのためのためのためのののの答答答答ええええ ( ( ( (31313131))))                            

OMCのためののためののためののための CLUB    
((((ローマローマローマローマ 16161616：：：：23)23)23)23) 

 

 

 1111．．．．先先先先にににに知知知知らなければならないことらなければならないことらなければならないことらなければならないこと        

                            (1) 伝道を継続する人  

       (2) 仕事より福音の人  

       (3) 時代を見る人  

                    

    

                2222．．．．聖書聖書聖書聖書ののののOMCOMCOMCOMCのためののためののためののためのCLUB CLUB CLUB CLUB     

                            (1) ルカ10：1－20  

       (2) 使1：12－14  

       (3) 使9：1－43   

       (4) Ⅰコリント16：14－24  

       (5) ローマ16：1－27  

 

                                        

                3333．．．．未来未来未来未来のためにのためにのためにのために        

                         (1) 伝道運動 － 定着キャンプ  

       (2) 福祉運動 － 全信徒の義務化  

       (3) エリート運動 － REMNANT、RUTC  

  

    
    

    (2(2(2(266664444))))    

OMCOMCOMCOMC          ( ( ( (31313131))))    

OMCOMCOMCOMC      CLUB CLUB CLUB CLUB 

(((( 16:23)16:23)16:23)16:23) 
 

 

1111                

(1)    

(2)    

(3)        

    

2. 2. 2. 2.  OMC OMC OMC OMC      CLUB CLUB CLUB CLUB    

(1) 10:1-20 

(2) 1:12-14 

(3) 9:1-43  

(4) 16:14-24 

(5) 16:1-27 

 

3. 3. 3. 3.         

(1)   -    

(2)   -    

(3)   - REMNANT, RUTC 

 

 

 



 


