
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 12/19-23(d)(12/18まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 01/16-20(p)(01/07まで) 

2部 礼拝  12:30 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 01/03-05(p)(12/24まで) 

3部 礼拝  14:30 大,青 礼 拝 12:00 專 門 合 宿 12/23-24(s)(12/11まで) 

［埼玉伝道学校］ (火) 10:00-11:30 伝 道 合 宿 01/10-14(d)(01/05まで) 

［レムナント核心］ (土) 16:00(RUTC) 産 業 合 宿  

［ 早 天 祈 祷 会 ］ (毎日) 06:00 中 高 合 宿 01/02-05(d)(01/02まで) 

 

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),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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Ⅰ部 : 10:30   Ⅱ部 : 12:30   Ⅲ部 : 14:30(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 ………… Ⅱコリント6:2 ………… 司  会  者 

   賛    美 ………… (讃)25 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.53  ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)109,112 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 池田 仁 長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ヨハネ12:1-8  

Ⅱ部: 창35:1-7 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:愚かに見えて賢い人 

Ⅱ部:철저히 근본으로 

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)351,102 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 石井洋司/김희진 ………… 当      番 

  * 賛    美 ………… (讃)259  ………… 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。    

 

▸来週の当番 
代表祈祷:佐々木洋朗長老 

献金: 小島美智子、전미란 
 

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愜謝しま
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、五つの力を不
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。現実を通して丌信仰や思い煩
い、疑いを不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
勢力と呪いと丌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
てを愜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 

「新しく始める人々 が知るべきみことば」 

(マタイ16：16)  

 事業、開拓、地教会、学業、職場などを新しく始める

人々 が必ず知るべきみことばがあります。 

正しく始めることが成功の原因となるためです。間違

った始まりはいつも失敗の条件になります。 

 

1．まず、誤って成り立ったことも答えであることを覚

えなければなりません 
(1)福音にあって新しく始めなさいという答えです(マタイ16：16、ロ

ーマ1：16－17) 

(2)聖霊に導かれなかったため、聖霊の導きを受けなさいという

答えです(ヨハネ14：16－17) 

(3)みことばを握りなさいという答えです(ヘブル4：12) 

 

2．問題、孤独、無能も答えです 
(1) 問題 － 答えを探し出しなさいという祝福の答えです (マタイ 16：17－

20) 

(2) 孤独 － インマヌエルを味わいなさいというメッセージです(マタイ 28：

20) 

(3) 無能 － 聖霊に満たされなさいという約束の答えです (使1：8)  

 

3．底から始めなければなりません  
(1) 根本を備えなければならないためです (マタイ16：16) 

(2) 基本を備えなければならないためです (状況)  

(3) 基礎を備えなければならないためです (器)  

(4) 事実を持って始めなければならないためです (誠実) 

(5)信仰を持って始めなければならないためです 

① 祈りの力 (使1：8)   ②みことばの力 (使) 

 

4．聖霊に満たされる時、力が生じます 
(1)霊力、知力、体力、経済力、人材力が生じます (使1：6－8) 

(2)専門性と唯一性がその時に与えられます (使2：17) 

(3)客観性と世界を広く見るようになります (使3：1－12) 

(4)主観性と私の献身を見るようになります 

(5)今日のみことば、今日の祈り、今日の伝道によって始めなけ

ればなりません 

マタイ28：16－20   ② マルコ16：15－20   ③使1：1－8 

  

 

 

「새로 시작하는 사람들이 알아야 할 말씀」  
(마 16:16) 

 
사업, 개척, 지교회, 학업, 직장 등의 새롭게 

시작하는 사람들이 알아야 할말씀이 

있습니다. 바르게 시작하는것이성공의 

원인이 되기 때문입니다.틀리게시작하면  

늘 실패의 조건을 갖게 됩니다.  

 

1. 먼저, 잘못 되어진 것도 응답임을 

명심해야 합니다. 
(1)복음안에서새로시작하라는응답입니다.(마 16:16

, 롬 1:16-17) 

(2)성령인도를받지아니했기때문에성령인도받으라

는응답이기 때문입니다.(요 14:16-17) 

(3) 말씀을 붙잡으라는 응답입니다.(히 4:12)  

 

2. 문제, 외로움, 무능도 응답입니다.  
(1)문제-답을찾으라는축복의응답입니다.(마 16:17

-20) 

(2)외로움-임마누엘하라는메시지입니다.(마 28:20) 

(3)무능-성령충만하라는약속의응답입니다.(행 1:8) 

 

3. 밑바닥에서 시작해야 합니다.  
(1)근본을갖추어야하기때문입니다.(마 16:16) 

(2)기본을갖추어야하기때문입니다.(상황) 

(3)기초를갖추어야했기때문입니다.(그릇) 

(4)사실을가지고시작해야하기때문입니다.(성실) 

(5)믿음을가지고시작해야하기때문입니다. 

①기도의 힘(행 1:8) 

② 말씀의 힘(행 2:42) 

4. 성령충만 할 때 능력이 생깁니다. 
(1)영력,지력,체력,경제력,인력이생깁니다.(

행 1:6-8) 

(2)전문성과유일성이그때옵니다.(행 2:17) 

(3)객관성과세계의넓이를보게됩니다.(행 3:1

-12) 

(4) 주관성과 나의 헌신을 보게 됩니다. 

(5)오늘의말씀, 오늘의 기도, 오늘의전도 

속에서 시작해야 합니다. 

① 마 28:16-20 ② 막 16:15-20 ③ 행 1:1-8  

.  

 

 

 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、ベ・スンホ、恵、功治、広明、シヨン、さやか、愛隣、聖汗、美幸-北海道) 

3. 十分の一、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. 伝道学校に積極的に参加しましょう(火:10時) 

7．ハッピー通信や週報、CDなどの資料を積極的に伝道に活用しましょう。 

8.入院している方（鄭鐘礼勧士）を覚えて祈りしましょう。 

9.レムナントやM.Hのために祈りましょう。 

10.伝道者の生活を実践するために祈りましょう。 

11.張替浩介と庄司康子の結婚式があります-12/25(土)午後2時、多くの出席と祈りを願います。 

12.今年のクリスマス礼拝は12/23(木)11時です。賞品を用意して作品の発表を待っています。多くの

参加を願います。そして意味ある年末を過ごしましょう。  

13.今から来年の献金を祈り準備しましょう。正しい献金を回復し来年こそ経済回復の祝福を味わい

ましょう。 

14.青尐年修連会（12/27-29）会費:12,000円、大人:15,000円、沼津イエス教会 

  申込11/29-12/12(朴宰範に) 

15.青年修連会(1/9-10) 会費：13,000円、福音宣教教会(名古屋)、申込締切：12/20 
 

 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
張寅相、田淑姫、李仁淑、張替淳子、李賢淑、大沢裕子、国邑希、李仁順 

朴宰範、倉敷教会 

2. 愜謝献金 : 張寅相、人見菜穂子、鄭鐘礼、金マリ、崔青玉、バッティ 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 張寅相、張替淳子、田淑姫、 

李仁順、李賢淑、張替浩介、倉敷教会 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、東久留米教会、韓国RUTC(李賢淑) 

  

5. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相) 張寅相、田淑姫、李賢淑、李仁順 

栗田彰仁、張替淳子 

6. 建築献金 : 
(郵:10310-27247661 ﾁｮﾝ ｽｲﾋ) 張寅相、田淑姫、朴宰範、李賢淑、 

李仁順、栗田彰仁、張替淳子 

○＃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 

愚かに見える賢い人 

ヨハネ12:1-8 
 

計算にデリケートだからと言って人

生を賢く生きるとは限らない。 

 

１． イエス様の死は予告された死 

1） 創世記3：15 

2） 過ぎ越しの子羊の血 

3） イザヤ53:6 

4） キリスト(ﾒｼﾔｰ)として

死 

 

２． イエス様の死は自分への神

様の愛の大きさ 

1) ヨハネ3:16 

2) ローマ5:8 

3) Ⅰヨハネ4:10 

4) 計り知れない愛 

 

３． イエス様が死なれて救いは

完成された 

1) 完全なる解放 

2) 永遠なる祝福 

3) 完璧なる同行 

4) 絶対なる保障 

 

結論：献身は価値を知る賢い選択 

  福音と教会、宣教、次世代の

ため献身を決断しましょう  

 어리석어 보이는 현명자 
요12:1-8 

 
계산이 바르다고 인생을 현명하게 산 

다고 할 수는 없다. 

 

1. 예수님의 죽음은 예고된 죽음 
1) 창3:15 

2) 유월절 어린양의 피 

3) 사53:6 

4) 그리스도(메시야)로서의 죽음 

 

2. 예수님의 죽음은 나를 향한 하 

나님의 사랑의 크기  
1) 요3:16 

2) 롬5:8 

3) 요일4:10 

4) 계산되지 않는 사랑 

 

3. 예수님이 죽으심으로 구원이 완 

성되었다. 
1) 완전한 해방 

2) 영원한 축복 

3) 완벽한 동행 

4) 절대적 보장 

 

결론:헌신은 가치를 안 현명한 선택 

     복음,교회와 선교,후대를 위한 

     헌신의 삶을 결단합시다. 
 

      

 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMCの新しい始まり (42) 
「ヨセフの別の力」 

(創41：38)  

 

私たちは、世の中で未信者と同じ立場で

生活しています。彼らよりしなければなら

ないことが 

たくさんあります。そのためには他の力が

必要です 

 

1.他人は知らない自分だけが知る力が必

要です 

(1) 創 37：11 

(2) 創 39：2  

(3) 創 40：1－20  

                     

2.他人に奪われない霊的な力が必要で

す (創 41：38) 

(1)神の霊 

(2)未信者が認める  

(3)事件が神様のみこころを成し遂げる

働き 

 

3.伝道者の生活を生きていく力が必要で

す (創 45：1－5) 

(1) 王を生かした伝道者(創 41：38) 

(2)兄と家族を生かした伝道者 

(創 45：1－5) 

(3) 全世界を死から救った伝道者 

(創 45：1－5) 

 

   OMC의 새로운  시작(42) 
「요셉의 다른 힘」 

(창41:38) 
 

 

우리는 불신자와 세상에서 똑같은 

입장에서 살아가고 있습니다. 그들보다 

해야 할 일이 많습니다. 그러므로 다른 

힘이 필요합니다.  

 

1. 다른 사람이 모르는 자신만이 아는 

힘이 필요합니다.  

(1) 창37:11 

(2) 창39:2 

(3) 창40:1-20 

 

2. 남이 빼앗아 갈 수 없는 영적인 힘이 

필요합니다. (창41:38) 

(1) 여호와의 신 

(2) 불신자가 인정 

(3) 사건이 하나님의 뜻을 이루는 역사 

 

 

3. 전도자의 삶을 살아갈 힘이 

필요합니다. (창45:1-5) 

(1) 왕을 살린 전도자 (창41:38) 

(2) 형과 가족을 살린 전도자 

(창45:1-5) 

(3) 전 세계를 죽음에서 건진 전도자 

(창45:1-5) 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC時代の新しい始まり (43) 

「真の伝道者の生活を生きる者は、 

何が異なりますか」 

(ヨシュア 4：6－15) 
序論 

1．初めと終わりが同じです 

2．問題が生じた時は、もっと福音が確実な

ものになります 

3．小さな利益、人気、組み分け、自分の立

場に揺れません 

4．出エジプトからカナンへ入国するまで、

この祝福を味わった人がヨシュアとカレ

ブです 

5．その他は、荒野で新しく生まれた人たち

です 

本論 － 真の伝道者の生活を生きたカレブ

について、みことばを確認する時間です 

1．彼はヨシュアとともにモーセに仕えてい

た伝道者の生活を生きた弟子でした 

(1)民 14：1－10 

①エジプトを見た証拠      

②荒野の 40年の奇跡を見た人  

③ カナンの７部族を正確に見た人 

(2) 福音は継続的な答えがくるためです 

(出 3：18) 

2．モーセの死後、ヨシュアを指導者として

仕えました 

(1)ヨシュア 1：1－9 

① 功を考えない人    

② 位置(席)を欲張らない人    

③ 契約の成就を見た人 

(2) モーセに伝えられた神様のみことばを

握った人であるためです 

3．危機にあうたびに自分を献身した人でし  

 た 

(1)ヨシュア 14：6－15 

① 民 14：1－10 ② 民 14：6－15 

(2)教会、社会、国家が苦しみに遭った時、

自分を献身する人は、指導者よりもっと

大きな人物です 

結論 － 私は、何によって嬉しくなり、何

によって寂しいと愜じますか   

 RUTC 시대의 새로운 시작(43) 

「참 전도자의 삶을 사는 자는 

무엇이 다른가? 」 

(수14:6-15) 
서론 

1. 처음과 끝이 같습니다.  

2. 문제가 왔을 때는 더더욱 복음(언약)이 

확실해 집니다.  

3. 작은 유익, 인기, 편당, 자기 입장에 

흔들림이 없습니다.  

4. 출애굽에서 가나안 입국까지 이 축복을 

누린 사람이 여호수아와 갈렙입니다.  

5. 나머지 사람들은 광야에서 새로 태어난 

사람들입니다.  

본론 - 참 전도자의 삶을 산 갈렙에 관하여 

말씀을 확인해야 할 시간입니다.  

1. 그는 여호수아와 함께 모세의 시종 

역할을 한 전도자의 삶을 산 

제자였습니다.  

(1) 민14:1-10 

① 출애굽을 본 증거  

② 광야의 40년 기적을 본 사람 

③ 가나안 7족속을 정확히 본 사람 

(2) 복음은 지속적인 응답이 오기 

때문입니다. (출3:18) 

2. 모세 사망 이후 여호수아를 지도자로 

모셨습니다.  

(1) 수1:1-9 

① 공로를 생각지 않은 사람  

② 위치(자리)를 탐하지 않은 사람 

③ 언약의 성취를 본 사람 

(2) 모세에게서 전달된 하나님의 말씀을 

붙잡는 사람이기 때문입니다.  

3. 위기 때마다 자신을 헌신한 

사람이었습니다.  

(1) 수14:6-15 

① 민14:1-10 ② 수14:6-15  

(2) 교회, 사회, 국가가 어려울 때 자신을 

나타내는 사람은 지도자보다 

더 큰 인물입니다.  

결론 - 나는 무엇에 기쁘고 무엇에 

섭섭한가요?  

子どものための「契約の祈り」 

（3部:現場の文化の中で祈りの奥義をまず味わいましょう）      

祈りがよくできないとき 
私たちの栺闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の
支配者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。(エペソ6:12） 

父なる神様、 

祈りの時間になると、 

なにを、どのように言えばよいのかわからなくて、 

きょろきょろ見回してぎこちなく目も閉じることもできず、 

ときどきはいたずらすることもあります。 

みことばどおり祈りをはじめることができるように、 

聖霊さまが助けてください。 

祈る週間、祈る体質になるように祝福してください。 

祈らないようにさまたげる悪魔を 

イエス様のお名前ではねのけてください。 

イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン 
 

（４部:神様は神の子どもが祈ると答えてくださいます） 

神様がくださった夢と環境にちがいがあるとき 
今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。 
神はいのちを救うために、あなたがたより先に、私を遣わしてくださったの
です。（創世記45:5） 

神様に愜謝をささげます。 

私の心のまんなかの主人である主をさんびします。 

神様が私の心に願いをくださり、 

夢をくださって、ビジョンをくださって、 

そのすべてを成してくださることを期待しています。 

神様の聖霊に満たされたヨセフのように 

今、私の環境と私が出会う人の中で 

すでに主がくださった答えを発見できますように。 

奴隷であったヨセフが総理ヨセフになったように 

 勝利させてください。 
イエス･キリストのお名前によってお祈りします。 

アーメン 

 



2010年12月5日 1部礼拝 

大義名分より福音が（ヨハネ11:45-53）    
 人間は、本当に痛いときには声を出すこともできません。それと同じよう

に本当の問題、本当の痛みを見た人は口を閉じて、何も言わなくなるはずで

す。今日の聖書箇所では、イエス様が死んだ人をよみがえらせられたのです

が、その奇跡を見た多くの人が信じた一方で、祭司長やパリサイ人がそれに

対して相談した結果、国と国民を守るためにはイエスを殺すべきだという結

論を出したのでした。国と国民のためという大義名分で、一見、愛国心のよ

うに見えますが、その結果、イスラエルは1400年も国を失ってさまようよう

になってしまいます。 

人間の本当の問題を分かれば、このような大義名分や他の意見は、消えて

いくようになります。人類は今も多くの不幸に悩んでいます。幸せになりた

いと願って、がんばっているのですが、願いどおりにはならず、人生はむな

しく、ストレスやトラブルだらけで、病名もわからない病気になっています。

たとえ成功しても、裏は穴だらけで、人には見せられない苦しみがあります。

死の恐怖に捕らわれている人も多いです。しかし、それらの目に見える問題

が人の本当の問題ではありません。 

人間には深いところに本当の問題が潜んでいるのです。それは、本来、他

の動物とは違って神のかたちとして創造され、神様を知り、その栄光を受け

て万物を治めるように造られた人間が、神様を知らず、かえって敵対する者

となったことです。つまり、いのちを失ったことが本当の問題なのです。天

地万物を創造され、治めておられる神様を知らず、偶像を崇拝し、その結果、

悪魔に制せられ、暗やみの力によって滅びに引っ張られていることが本当の

問題です。人間は生まれながらこの滅びの運命の中に生まれてくるのです。

このような根本的な問題を「霊的問題」と言います。どんなに努力しても、

いのちがなく、滅びの運命の中で悪魔に支配されている問題は絶対に解決し

ないのです。 

 これが分かると、結論として答えはただ一つしかないと出てくるでしょ

う。人間に本当に必要なのは「いのち」です。失ったいのちの元である神様

と出会い、罪を赦され、滅びに引っぱる悪魔から解放されることが必要です。

その祝福は神様しか不えることができません。神様が人間を愛して、神様側

からこの答えを不えてくださいました。それがキリストです。キリストは、

神様を離れた者が再び神様に会う道（預言者）、罪の解決のために十字架で死

んでくださった方（祭司）、にせの王である悪魔を打ち破ってくださった（王）

です。キリストによって人間の根本の痛みが取り除かれます。その証拠で死

の力を打ち破って勝利されました。これが、本当に分かると、キリストが絶

対的な答えだとわかるようになります。そうすれば、神様の力、答えの門が

開かれるようになるのです。 

このようにイエス・キリストが唯一絶対的な答えだとなると、どんな大義

名分でもキリストに先立つことはないと確認できるようになります。どんな

に良いことでも、必要なことでも、イエスを信じることより優先することは

ありません。答えはキリストしかあり得ないので、福音は聖なるもの、つま

り、すべてから区別されることだと分かるようになります。 

イエスだけがキリストで、イエスだけが答えです。ですから、まず、イエ

ス様を受け入れましょう。救い主として信じない理由はどこにもないからで

す。また、信じてキリストがともにおられるなら、キリストを味わうことを

何よりも優先しましょう。キリストを味わうことができない理由は、すべて

却下しましょう。キリストを絶対的なものとするなら、試みにあったり、つ

まずく理由はなくなります。先にイエス、常にイエス、結局イエスが体質と

なるほど、条件なしに自分をキリストの中に立てるようにしましょう。そう

すれば、神の国が臨んで、自然に主役となり勝利者となるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


