
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 01/9-13(d)(01/10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 02/03-05(d)(01/27まで) 

3部 礼拝  14:30 大,青 礼 拝 12:00 專 門 合 宿 01/27-28(p)(01/19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 

  

2011年1月 2日 第 50号 

レムナント教会 
REMNANT CHURCH 

レムナント東久留米教会  レムナント倉敷教会  レムナント福井教会 レムナント片柳教会 
    (080-3271-5003)   （090-8435-0590） （090-8260-0553）（048-685-6677） 

 

 

担任牧師 : 張 寅 相  In-Sang 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.jremnant.net ,E-mail:darakjapan@msn.com  
 

 

 

mailto:darakjapan@msn.com


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

  

  聖日 礼拝   

あけましておめでとうございます！   

      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 ………… 詩篇１：２－３ ………… 司  会  者 

   賛    美 ………… (讃)14 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.1  ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)204,415 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田 渡 長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部: 伝道者の生活の実践 

Ⅱ部:전도자의 삶의 실천 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:詩篇２３：１－６ 

Ⅱ部: 시23:1-6 

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)495,209 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 石井幸子/전미란 ………… 当      番 

  * 賛    美 ………… (讃)268  ………… 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:田 淑姫長老 

献金: 小嶋美智子、박현숙 

 
 

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 

「新しい伝道運動の黄金魚場」 

(使8：4－8) 
  

1．全世界は貧しさに苦しんでいます。貧しい

Remnantを生かす福祉宣教が必要です 

(1) 使2：43－45 

(2) 使6：1－2 

(3) 使11：28－30 

 

 

2．全世界は病に苦しんでいます。いやし福祉伝道は

伝道運動の必須です 

(1) 使3：1－12 

(2) 使8：4－8 

(3) 使19：8－12 

 

 

3．全世界はシャーマニズム運動にはまっています。

占い師を生かし、福祉宣教を本格的に 

  しなければなりません。 

(1) 使13：1－12 

(2) 使16：16－18 

(3) 韓国の占い師 30 万、アメリカの New Age 運動、

Free Mason運動がすべて 

シャーマニズム運動に根を下ろしています 

 

 

 

4．これから迫る精神疾患の時代に備えなければなり

ません 

(1) マルコ5：1－10 

(2) マタイ11：28 

(3) 使16：16－18 
 

  

 

 

「새로운 전도 운동의 황금어장」 
(행 8:4-8) 

 
 

 
1. 전 세계는 가난에 시달리고 있습니다. 가난한 

렘넌트를 살리는 복지 선교가 필요합니다. 

(1) 행 2:43-45 

(2) 행 6:1-2 

(3) 행 11:28-30 

 

 

 

 

2. 전 세계는 질병에 시달리고 있습니다. 

치유 복지 전도는 전도운동의 필수입니다.  

(1) 행 3:1-12 

(2) 행 8:4-8 

(3) 행 19:8-12 
 

 

 

 

3. 전 세계는 무속 운동에 잡혀 있습니다. 

무속인을 살리고 복지 선교를 본격화해야 합니다.  
(1) 행 13:1-12 

(2) 행 16:16-18 

(3) 한국의 무속인 30 만, 미국의 New Age 운동, 

Free Mason 운동이 전부 무속 운동을 뿌리로 

하고 있습니다. 

 

 

 

 

4.앞으로다가올정신질환시대에대비해야합니

다. 

(1) 막 5:1-10 

(2) 마 11:28 

(3) 행 16:16-18  

 

 

 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、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)。12/28,1/4は休みです。1/11から再開します。 

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。2012/2/21(月)-24(木)伝道専門集中訓練がありま

す。全員参加できるよう今からスケジュールを調整し祈りましょう(会費5千円) 

11.今年の献金を祈りましょう。来年こそ福音のための経済回復の答えを受けますように。(新袋使用) 

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

13.RT核心は1/8から再開します。核心を盛り上げていきましょう。 

14. 2011年の元旦のメッセージを握って答えられましょう。 

15.RT核心は1/8から再開します。核心を盛り上げていきましょう。 
16. 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
小林秀明、大竹昌枝、栗田渡、石井幸子、橋本光一、宮木佳美、藤盛美蘭 

李仁順 

2. 感謝献金 : 朴善香、張替幸助、泰子、無名１ 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 小林秀明、大竹昌枝、張替浩介 

 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC()、新年礼拝(多数) 

  

5. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)小林秀明、大竹昌枝、大沢裕子、小林秀明  

朴宰範 

6. 建築献金 : 
(郵:10310-27247661 ﾁｮﾝ ｽｲﾋ) 小林秀明、大竹昌枝、金主恵、朴宰範 

 

○＃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 

伝道者の生活の実践 

詩篇23:1－6 

 

考えは体質を生み、体質は結果を生む 

１．日々の生活の中で 

1） 唯一性を見つけ出し 

2） 世に止められない力を 

3） 御言葉の後小さな実践

を 
 

２．24時の答えの中に 

1) 24時祈り 

2) 24時伝道 

3) 24時唯一性 
 

３．正しい信仰をもって 
   1) すべてを祝福に変えられる 

   2) レム何とにこの信仰が 

    3) 教会jはレムナント運動の価値

に目覚め全幅サポートを 

   4) 尊い希望を夢見て 

 

結論：福音黙想、御言葉黙想、現場黙

想深い祈り 

    礼拝に成功、メッセージに成功 

フォーラムに成功 

    小さな伝道実践     

 전도자의 삶의 실천 
시23:1-6 

 
생각은 체질을 체질은 결과를 

 

1. 매일의 생활 속에서 
1) 유일성을 찾아 

2) 세상이 막을 수 없는 힘을 

3) 말씀듣고 난 뒤 작은 실천을 

 

2. 24시 응답 속으로 
1) 24시 기도 

2) 24시 전도 

3) 24시 유일성을 

 

3. 올바른 믿음으로 
1) 모든 것을 축복으로 만드는  

2) 렘넌트에게 이 믿음이 

3) 교회는 올바른 렘넌트 운동의  

가치를 알고 전폭적으로 

 

결론:복음묵상,말씀묵상,현장묵상,깊은 

    기도 

    예배성공,말씀성공,포럼성공 

    작은 전도 실천  

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) 

 

 



2010年12月23日 クリスマス礼拝 

真夜中に輝く星(マタイ2:9-11） 
人々を見ていると、その人の財力のあるなし、人格の良さ悪さなどとはまった

く関係なく、本当の幸せと安らぎをもって、心から喜んで人を助ける人はほとん

どいません。よく見ていると、その人がどうであるかということではなく、どん

なに良くしようとがんばっても、なにか人がうまくいかないように不幸にひっぱ

る目に見えない勢力があると思うようになります。 

聖書は、それを暗やみの力、罪の力だと言っています。イザヤ60章を見ると、

すべての国民、全世界が暗やみに覆われていると言われていますが、この暗やみ

の力、罪の力によって人々は苦しめられているのです。この力は、国全体にも働

くので、たえず戦争が起き、災いや災害も、飢餓、貧困もなくなることはありま

せん。どんなに経済力があっても、麻薬問題や犯罪が絶えず起きています。この

暗やみの力、罪の力が家庭に働くので、子どもたちが傷を負い、壊れていくよう

になります。個人は、どんなに夢や希望を持ってもうまくいかず、不安や悲しみ、

憎しみ、うらみから自由になれません。この暗やみの力がからだに働くと、原因

不明の病気になり、精神的にも気力もなく、自信喪失して生きて行きます。どん

なに外側を飾って成功しているように見せても、内側はむなしく、心のむなしさ

を埋めることはできないのです。 

このように暗やみが覆っている理由を聖書はあきらかにしています。それは、

私たち人間が、創造主であり、光である神様から離れたからなのです。神様とと

もにいるように造られた人間が、神様にそむき、離れてしまい、その結果、どう

しようもない運命に捕らわれてしまいました。なにかのせいでも、だれかのせい

でもなく、神様から離れてしまって暗やみの力に捕えられているから、疲れて重

荷を負い、苦しむしかないのです。 

ですから、答えはただひとつだけ、神様に出会い、ともにいるようになること

です。しかし、罪がある人間には、神様に会うことはできません。それで、人間

を愛してくださっている神様が、自ら会いに地上に来られたのです。その日がク

リスマスです。真っ暗な中に光を照らすために来られました。そのキリストが生

まれたことをあがめ礼拝しようという日がクリスマスです。 

イエス様がお生まれになったときに、大きな星が現れ、東の博士たちはそれに

導かれてイエス様のところへ行きました。イエス様は、夜に現れた星のように、

暗やみの中にいる私たちをいのちへと導く道になってくださるために来られまし

た。それを自分のこととして信じ受け入れると、神様と出会い、神様の子どもと

なるのです。これが、本当のクリスマスの祝福です。イエス様が来られた意味を

本当に理解して、信じて受け入れることによってクリスマスの祝福を自分のもの

として、喜び感謝をささげましょう。 

光のキリストを受け入れた人は、今も暗やみの中で苦しむ人々に光を照らす者

となりましょう。神様は「あなたがたは世の光です」と言われました。自分が世

の光であるというプライドをもって自分の回りに光を照らしていきましょう。 

子どものための「契約の祈り」 
（４部:神様は神の子どもが祈ると答えてくださいます） 

希望が見えないとき 
そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた、焼き払われる。テレビンの
木や樫の木が切り倒されるときのように。しかし、その中に切り株がある。
聖なるすえこそ、その切り株。(イザヤ6:13） 
 

神様がともにいてくださって、真の平安をあたえてくださることを 

感謝します。 

神様の力をうたがう心と言葉をゆるしてください。 

真の信仰を回復させてください。 

すべてのおそれと心配を主にゆだねます。 

神様のみことばを知らない人々に 

 正確な福音をあかしすることができるすてきな人に 

なりたいです。 

私の心にまかれたみことばの種がよく育って 

 尊い実を結び、神様におささげすることができますように。 

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 

 

伝道がむずかしいと考えるとき 
けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神
の恵みの福音をあかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいの
ちは尐しも惜しいとは思いません。（使徒20:24） 
 

神様に感謝をささげます。 

私が生まれて育ったところがどこであっても 

神様の計画を発見する霊的な目を開けさせてください。 

私を救われた神様の目で 

 現場を見ることができる知恵をください。 

全世界のあちこちで、福音を宣べ伝えることができる 

 信仰と実力を準備させてください。 

私に福音とともに伝道と宣教の祝福をくださったことを感謝します。 

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 
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死によって結ばれた実(ヨハネ12:23-26)    
 2010年にはいろいろあったでしょうが、最後の聖日を通して、一年を正しく

整理してまとめてしめくくり、新しい年を迎えましょう。どのようにまとめてし

めくくれば良いのでしょうか。 

今日の聖書箇所で、イエス様は、一粒の麦が地に落ちて死ねば、豊かな実を結

ぶと言われました。それは、ご自分の十字架の死を意味して言われたことです。

イエス様は死ぬためにこの地に来られたのです。一年をまとめてしめくくるとき

に、イエス様とその救いに感謝するようにしましょう。イエス様の死は、マルコ

10:45にあるように、あがないの死です。本来、私たちは罪ゆえに死ななければ

ならないのですが、その罪の身代わりで死んでくださったのです。それを教える

ために、イエス様が来られるまで、傷のない羊の頭に按手して、人間の罪をその

羊に負わせて、その羊を代わりに殺す儀式を行うようにと言われました。死ぬべ

き私の代わりに羊が死ぬことを見せて、メシヤはそのように死ぬと教えられたの

です。私の代わりにイエス様が十字架で死んでくださったことを心から感謝しま

しょう。そのときに、暗やみの力が砕かれます。 

また、イエス様の死は勝利の死です。創世記3:15で、「蛇の頭を踏み砕くとき

に、蛇がかかとにかみつく」と預言されていました。かみつかれて血を流すので

すが、そのとき、悪魔の頭を完全に踏み砕き勝利されるということです。真の王

としての死です。証拠として十字架で死んで三日目によみがえられました。です

から、感謝するしかありません。 

また、イエス様の死は愛の死です。罪は人間の責任なのですから、さばきを受

けて地獄に行くしかないのに、そのような人間のために死んでくださったので

す。私たちの頭では理解できない、計り知れない大きな無条件の愛です。 

このようなイエス様と救いの祝福に最優先で最高の感謝をささげましょう。 

イエス様と救いの祝福がわかって感謝して、そのようなキリストを信じて救わ

れた自分の尊さ、価値を発見して一年をしめくくりましょう。神様が私たちひと

りひとりをすべて高価で尊いと言われ、義と認めてくださっているのです。その

ような自分ですから、私は幸いであり、平安であると認めて告白しましょう。 

私はキリスト･イエスが死なれることによって結ばれた実であることを忘れて

はなりません。Ⅱコリント5:17とエペソ2:10にあるように、神様がキリストを死

なせることによって造られた尊い存在なのです。そのような自分であると確認し

ましょう。自分はキリストによって永遠に解放され、主とともにいて永遠に祝福

され、永遠に保証されている存在だと認めましょう。それが信仰です。自分の価

値、尊さを発見して、否定的な思い、不安、憎しみなどの暗い部分をすべて追い

出してしまいましょう。 

このように自分を愛して認めると新しい覚悟ができるようになります。残りの

生涯は、尊い自分にふさわしい尊い人生を生きると覚悟しましょう。まず世の水

準を脱皮して、神の国とその義のために、つまり、福音宣教のために生きましょ

う。世の人を生かす人生として歩むと覚悟して、そうなると言われたみことばを

信じてアーメンと告白しましょう。 

 福音宣教を目標にして、そのための価値ある真の献身の生き方をしましょう。

イエス様が26節で「わたしについて来なさい」と言われましたが、それは自分の

動機や野望、理由を捨てて、ただ福音のために人生をささげるということです。

尊いいのちの福音のために純粋な動機で献身をするなら、小さいことでも大きな

実を結ぶようになります。その希望を持って、いのちの運動が起きるという尊い

希望を夢見ていきましょう。同じ思いを持った者と出会い、ともに祈り地域を生

かす地教会が開かれること、レムナントを支え、サポートする者になること、大

学生なら大学長老として一つの大学に献身することなど、夢見ていきましょう。 

 そして、すでにもらったものを感謝して味わい、もらうことではなく、福音の

ためにどのようにささげるかを考え、人からももらうことを考えるのではなく、

分け与え、分かち合うことを考えるクリスチャンになりましょう。 

 感謝をベースにして、伝道者の生き方を細かく徹底することを覚悟して年末

を過ごし、新しい年を迎えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


