
 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(武蔵野線)        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 ………… 詩篇１：２－３ ………… 司  会  者 

   賛    美 ………… (讃)23 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.3 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)98,406 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 鄭 海寅 長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部: ヨハネ13:1 

Ⅱ部:창38:24-30 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:残ることなく示された愛 

Ⅱ部:모든것 위에 그리스도 

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)403,102 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/이인숙 ………… 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:佐々木洋朗長老 

献金: 石井幸子、김길수 

 
 

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 

七つの時代を開く主役 (2) 

「私たちの前にあるエリコの町が崩れる一年」 

(ヨシュア6：1－20) 
 

 

1．すでに神様が、備えられました 
(1) 彼らは恐れて、出入りする者がいません (ヨシュア6：1) 

(2) すでに神様が約束されました (ヨシュア6：2) 

(3) エリコには大きな城門があって、豊かなところであり、カナン

に向かう最初の関門であるため、必ず勝利して、その地を征服し

なければならないためです (民14：1－10) 

 

 

 

 

2．一つ(Oneness)になると、奇跡は起きます 
(1) すべての兵士が毎日城をまわりなさいとおっしゃいました 

(ヨシュア6：3) 

(2) 祭司長、ラッパ、契約の箱のすべてが動員されなければなり

ません (ヨシュア6：4) 

 (3) 七日目には、七度回って、昼、いっせいに声を出した時に崩

れることを約束されましたイスラエルは、一つになって、大奇跡

を成し遂げました (ヨシュア6：4) 

(4) 遊女ラハブとその家族は生かしておくように命じました。彼ら

は使者を隠して、大業を成り立たせたことに一つになった人々 で

した (ヨシュア6：17) 

 

 
3．韓国、世界の教会が、初代教会以降、初めて Onenessの契約

を成し遂げる一年となるように祈らなければなりません 

(1)一つになる時、エリコのような問題が解かれ、エリコの町のよ

うな敵が崩れます  

(2) 一つになる時、神様の霊的なみわざが起きます 

 (出3：16、使2：1－3) 

(3) カナンの地に入る奇跡のように、勝利と答えの現場に入ること

になります 

  

 

  

 

 

일곱시대를 여는 주역(2) 
「우리앞에있는여리고성이무너지는해」 

(수 6:1-20) 
 

 

 

 

1. 이미 하나님이 준비하셨습니다.  

(1)그들은겁을먹고출입하는자가 없습니다.(수 6:1) 

(2) 이미 하나님이 약속하셨습니다.(수 6:2) 

(3)여리고는큰성문이있고번창한곳이며가나안을향

해 

가는첫관문이기때문에반드시승리하여그땅을찾아

야 하기 때문입니다.(민 14:1-10) 

 

 

 

 

2.“하나”(Oneness)되기만하면기적은 일어납니다. 

(1)모든군사가매일성을돌라고 하셨습니다.(수 6:3) 

(2)제사장,나팔,언약궤모두가동원되어야합니다.(

수 6:4) 

(3)일곱째날에는일곱바퀴를돌고일제히낮에소리지

를때무너져내릴것을약속하셨습니다.이스라엘은하

나가되어대기적을이루었습니다.(수 6:4) 

(4)기생라합과그가족은살려줄것을명령하였습니다. 

그들은사자들을숨겨대업을이루는데하나가된사람

들이었습니다.(수 6:17) 

 

 

 

 

 

3.전국,세계교회가초대교회이후처음있는 Oneness

의언약을이루는해가 되도록 기도해야 되겠습니다.  

(1)하나될때여리고같은문제는풀리며여리고성같은 

원수는무너 것입니다. 

(2)하나될때하나님의영적인역사가일어납니다.(출 3

:16, 행 2:1-3) 

(3)가나안땅에들어가는기적처럼승리와응답의현장

으로들어서게될것입니다.  

 

 

 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)。今週はお休みです。 

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. 張先生は牧会大学院のため韓国に出かけます。祈ってください。 

13.RT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。 

15.3/30-4/1日本レムナント大会があります。今から祈りつつ備えましょう。 

16.  

    先週の献金  

1. 十分の一 : 張寅相、張替淳子、朴賢淑、新田眞代、博貴、ことみ、朴宰範、倉敷教会 

2. 感謝献金 : 張寅相、橋本光一、人見菜穂子、崔青玉 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 張寅相、李賢淑、新田眞代、 

金主恵、河伍信、張替浩介、新田博貴、ことみ、朴宰範 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(李賢淑) 

  

5. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)張寅相、新田眞代、朴宰範、張替淳子、 

李賢淑、新田博貴、ことみ 

6. 建築献金 : 
(郵:10310-27247661 ﾁｮﾝ ｽｲﾋ) 張寅相、李賢淑、朴宰範、新田眞代、博貴 

ことみ 

○＃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 

残ることなく示された愛 

ヨハネ13:1 

 

愛されてない人、愛に裏切れられた人 

愛を求める人、このドラマの終着は神様

の愛である。 

 

１． 神様の愛は無条件の愛である 

1) まだ罪人であったときに 

    2) 一方的な愛 

  3) 自分の何かと関係なく 
 

２．神様の愛は犠牲の愛である 

  1) 御子を惜しまずに 

  2) 贖いの犠牲のいけにえに 

  3) 十字架の子羊として 
 

３．神様の愛は永遠の愛である 
   1) 自分の弱さに変わりなく 

   2) 最後まで責任をもち 

   3) あきらめることなない愛 

   4) 何ものも切り離せない愛 

 

結論論：少しも疑わないで神様の愛に飛

び込みましょう。  

  自分を赦す人 

  他人の過ちを赦す人 

 끝까지 사랑하시니라 
요13:1 

 
사랑받지 못한 사람,사랑에 배신당한 

사람,사랑을 찾아 구하는 사람,이 드 

라마의 종착역은 하나님 사랑이다. 

 

1. 하나님의 사랑은 무조건적이다. 
1) 우리가 아직 죄인 되었을때에 

2) 일방적인 사랑 

3) 우리의 어떠함과 상관없이 

 

2. 하나님의 사랑은 희생적이다. 
1) 아들을 아끼지 아니하시고 

2) 대속제물로  

3) 십자가의 희생양으로 

 

3. 하나님의 사랑은 영원하다. 
1) 나의 연약함에 상관없이  

2) 끝까지 책임지시고 

3) 포기하지 않는 사랑 

4) 아무것도 끊지 못하고 

 

결론:조금도 의심치 말고 하나님의 사 

     랑의 품에 안깁시다. 

     나를 용서하는 사람 

     타인의 잘못을 용서하는 사람 

 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(2) 
「カナンの証人として」 

(ヨシュア3：1－13) 

 

 

1．過去の証拠 

     (1) 出 3：18－20 

     (2) 出 5：1－12：46 

     (3) 出 14：1－13 

 

 

2．今日の証拠 

     (1) 三つの祭り 

     (2) 幕屋 

     (3) 民 14：1－10 

 

 

3．未来(カナン)の証拠 

       (1) ヨシュア 3：1－3 

       (2) ヨシュア 3：4－6 

       (3) ヨシュア 3：7－13 

 

   OMC시대의전도자의삶(2) 
「가나안의 증인으로」 

(수3:1-13) 
 

 

 

1. 과거의 증거 

(1) 출3:18-20 

(2) 출5:1-12:46 

(3) 출14:1-13 

 

2. 오늘의 증거 

(1) 세 절기 

(2) 성막 

(3) 민14:1-10  

 

 

3. 미래(가나안)의 증거  

(1) 수3:1-3 

(2) 수3:4-6 

(3) 수3:7-13 

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (2) 

「ペテロの信仰告白と発見」 
(マタイ 17：1－9) 

 

1．神様の最高の贈り物である救いは、い

つ、だれが与えられるものですか 

(1) エペソ 1：3－5 

(2) ローマ 16：25－27 

(3) マタイ 16：13－20 

 

2．救いはいつまで有効ですか 

(1) マタイ 17：－9 

(2) マタイ 26：69－75 

(3) ヨハネ 21：15－18 

(4) ローマ 8：31－39 

(5) 使 1：1－11 

 

3． 伝道の祝福は、いつまで現れますか 

(1) マタイ 16：16－20 

(2) 使 3：1－12 

(3) 使 4：12 

(4) マタイ 10：42、Ⅰコリント 15：58 

(5) ペテロ 2：9 

 RUTC시대의 전도자의 삶(2) 

「베드로의 신앙고백과 발견」 
(마17:1-9) 

 

1. 하나님의 최고 선물인 구원은 

언제, 누가 주는 것입니까?  

(1) 엡1:3-5 

(2) 롬16:25-27 

(3) 마16:13-20 

 

2. 구원은 언제까지 유효합니까? 

(1) 마17:1-9 

(2) 마26:69-75 

(3) 요21:15-18 

(4) 롬8:31-39 

(5) 행1:1-11 

 

3. 전도의 축복은 언제까지 

나타납니까? 

(1) 마16:16-20 

(2) 행3:1-12 

(3) 행4:12 

(4) 마10:42, 고전15:58 

(5) 벧전2:9  
 

子どものための「契約の祈り」 

（５部:祈りの力を持った子どもは立派な勇士です） 

神様の子どもになった祝福で 

しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神
の子どもとされる特権をお与えになった。 (ヨハネ1:12） 
 

神様、私の主人になってくださり、 

聖霊の導きを受けるようにしてくださって、ありがとうございます。 

聖霊で満たしてください。 

まず神の国とその義とを求める神の子どもにならせてください。 

天の軍勢と御使いを送って守ってくださって 

 暗やみの勢力をこの時間、 

キリストのお名前によって打ち砕いてください。 

永遠な天国の国籍がある者として、 

 世界福音化の弟子を見つけて 

立て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 

 

神様の子どもの確信で 

なぜなら、私たちの福音があなたがたに伝えられたのは、ことばだけによっ
たのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また、私たちがあ
なたがたのところで、あなたがたのために、どのようにふるまったかは、あ
なたがたが知っています。（1テサロニケ1:5） 
 

聖なる神様に感謝をささげます。 

神様のみことばを聞いたとおり、見たとおりにしたがう 

 信仰を回復させてください。 

救われる信仰を与えてくださって感謝します。 

神様の力を信じる信仰をくださったこともありがとうございます。 

イエスがキリストであることによって、救われて 

 永遠に導かれ、祈りの答えを受けることができて感謝します。 

過去に犯した罪、現在犯す罪、未来に犯す罪までも解決してくださって 

感謝します。 

サタンのしわざを完全に打ちこわしてくださり、 

勝利する奥義を味わうようにさせてくださってありがとうございます。 

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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信仰への感謝(ヨハネ12:37-43)     
宗教改革の先駆者ルターは、牧師でありながら、心の葛藤、悩みをかかえ

て、どのようにすれば罪がきよめられて、幸せになるのかと断食をしたり修

行を積んでいたのですが、あるとき、ローマ1:17の義人は信仰によって生き

るというみことばから、いろいろな努力をしたが、そこには答えはなく、す

でに神様がすべての問題を解決なさったので、それを信じるだけだと知り、

人生の悩みの迷路から抜け出したのでした。 

神様は何かを要求されるのではなく、キリスト･イエスを信じなさいと言わ

れ、イエスの御名を呼ぶ者は救われると、信じる信仰がすべてだと言われて

います。ところが、今日の本分を見ると、多くの人が奇跡やしるしを見ても、

イエスを信じることができなかった、それも、神様が信じることを許されな

かったと書いてあります。私たちの頭では理解できないことですが、イエス

を信じることはだれもができることではなく、イエスのことを理解でき信じ

ることができること自体が、とても感謝なことだと知り、この感謝を土台に

してスタートしましょう。 

信じることができたことは、本当に奇跡であり、どれほど大きな祝福で、

驚くべきことなのかと知り、感謝をささげ、救われたことを誇りに思うこと

が、自分自身を越え、暗い世の中にさまよっている人を助ける、本当にクリ

スチャンらしい生き方になる最初の土台なのです。 

まず、信仰は感謝で誇りになるのですが、信じることと、信じないことの

違いがどれほど大きいか知れば、信じたことを感謝するしかなくなります。

信じることと信じないことは、暗やみと光の違いです。信じなければ、どん

なにすばらしい外見や豊かな財産があっても、まったく関係なく暗やみに閉

じ込められています。つまり、暗やみの主人、世の中の神と言われている悪

魔（サタン）に支配されていて、神様を拒否した罪である原罪に捕えられて

いるので、真の安らぎ、幸せはありません。しかし、信じる瞬間、その暗や

みから光に移され、運命から完全に、永遠に、解放されるのです。信じない

人は、滅びの人生なのですが、そこから出してもらって永遠のいのちの人生

へと変わる、滅びと永遠のいのちの違いがあるのです。まさしく、それは天

国と地獄の違いです。 

どれほど大きな違いなのかを知って、信じたことを感謝しましょう。現場

で負けて、倒れるのは、他に理由があるのではなく、イエス・キリストを信

じることがたいしたことではないと思い、他になにかを求めているからです。

神様はイエスを信じることがどれほど大きいかを気づいてほしいと願ってお

られます。 

また、信仰は神様から選ばれた人のしるしなので、信仰を持つようになっ

たことを感謝しましょう。神様は世界の基の置かれる前から選んでおられ、

恵みと愛を豊かに注いでくださった結果、信仰を持つことができました。信

仰を持つことができたのは、聖霊の働きであり、聖霊の証印が押されたこと

なのです。信じたことは、神様に選ばれ、最高に祝福されたあかしであり、

信じた人は最高の価値がある人だというあかしです。自分は信仰があること

で、根本的に最高の価値がある者だと認め、安心して喜びつつ価値ある人生

を設計して歩みましょう。 

信仰はだれもが持つことができるものではありません。ですから、本当に

自分が信仰を持つことができたことを感謝して、信仰を大事にしましょう。

いつでも、どんな時も信じる信仰をかたく握り、常に管理しましょう。なに

があっても、信仰を優先しましょう。問題、病気がどうなるかという前に、

イエスはキリストという信仰をとりあげていくことが信仰を大事にすること

です。そして、信仰を積極的に使っていきましょう。霊的な戦いのポイント

は、信仰を武器にして戦うことです。 

なにがあっても、信仰によって生きていきましょう。信じることができた

ことを感謝して、それとともに、信仰による確信と喜びを持ち、信仰をもっ

てみことばを聞き、現実の生活の中で、信仰かどうか吟味して、信仰を選択

していくようにしましょう。信仰でないと、サタンには勝てません。信じた

ことを心から感謝して、そこからすべてをやり直し、信仰によって歩むよう

になることをお祈りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


