
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 02/02-05(d)(02/02まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 02/02-05(d)(01/27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 08/18-19(d)(08/09まで) 

［埼玉伝道学校］ (火) 10:00-11:30 伝 道 合 宿 04/04-08(d)(04/01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  

 

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 

  

2011年2月 6日 第 7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  
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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)41 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.6 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)406,511 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 小林 秀明長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部:ヨハネ14:25-27 

Ⅱ部:창39:19-23 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:真の心の平安 

Ⅱ部:고정된 우선순위 

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)468,455 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/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:栗田渡長老 

献金:石井幸子、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 

七つの時代を開く主役 (5) 

「ネフィリム時代を生かしましょう」  

(創 6：1－5) 
1．ネフィリムは、サタンに特別に捕らわれた

人を意味します 
(1) 「ナパール」というヘブル語は、「上から落

ちた」という意味です (黙 1：2－9)  

ネフィリムは、ナパールという単語の名詞す。

「上から落ちた者」という意味です (サタン) 

(2) ムーダン(霊媒師)、特殊宗教行為者(占

い、運命、運勢)などもここに属します 11人の

霊媒師が始めた運動が、New Age運動です  

(3) 創 3章(エデンの園事件)、創 6章(ノアの

箱舟事件)、創 11章(バベル塔事件)は、今も

起きています 

  

2．サタンは、世界を占領しました 
(1) 農村は、偶像文化によって占領されました。

99%が先祖供養、迷信などに頼っています また、

木や石(岩)まで神々だと考えています 

(2) 都市は、堕落文化によって占領されました。ソ

ウルのカンナム地域だけで、女性のホステスが3万

人を超え、男性のホストも 3千人にもなるそうです 

(3) 青少年たちは、音楽文化のとりこになっていま

す  

 

 

3．私たちは、「箱舟」を造ることだけすれば

いいのです  
(1) 神様とだけともに歩めばいいのです  

(創 6：8－9) 

(2) 箱舟を造ることだけすればいいのです 

① 創 6：14   ② 創 6：18   ③ 創 6：20  

(3) いまも、全世界で死んでゆく者を救う、箱

舟(地教会)を立てることだけすれば、 

世界を生かすことができます 

 

 

일곱시대를 여는 주역(5) 

「네피림 시대를 살립시다.」 

(창 6:1-5) 

1. 네피림은 사단에게 특별하게 붙잡힌 사람

을 말합니다. 

(1)「나 - 팔〔ל��〕」이라는 히브리어는 ‘위

에서 떨어졌다’라는 뜻입니다.(계1:2-9)  

네피림은 나-팔이라는 단어의 명사입니다. 

‘위에서 떨어진 자’의 의미를 가지고 있습니

다.(사단) 

(2) 무당(무속인), 특수 종교 행위자(점술, 

운명, 사주)들도 여기에 속합니다.  

11명의 무속인이 시작한 운동이 New Age 

운동입니다.  

(3) 창3장(에덴동산 사건), 창6장(노아 방주 

사건), 창11장(바벨탑 사건)은  

지금도 일어나고 있습니다.  

 

2. 사단은 세계를 점령했습니다. 

(1) 농촌은 우상 문화로 점령됐습니다. 99%

가 제사, 미신을 섬기고 있습니다.  

심지어 나무, 돌(바위)까지 섬기고 있습다. 

(2) 도시는 타락 문화로 점령되었습니다. 서

울 강남 지역에만 여자 접대부가 3만명이 

넘으며, 남자 접대부도 3천명이나 된다고 

합니다. 

(3) 청소년들은 음악 문화에 사로잡혀 있습

니다.  

 

3. 우리는「방주」만드는 일만 하면 됩니다.  

(1) 하나님과 동행하면 됩니다.(창6:8-9) 

(2) 방주 만드는 일을 하면 됩니다. 

① 창6:14 ② 창6:18 ③ 창6:20  

(3) 지금도 온 세계에 죽어가는 자를 건질 

방주(지교회)를 만드는 일만 하면  

세계를 살릴 수 있습니다.  

 

 

 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、さやか、愛隣、聖汗、美幸-北海道) 

3.各地教会のために祈りましょう(倉敶、福井、東久留米、片柳)。 

4. 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。 

5. 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。 

6. 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 

7. 伝道学校に積極的に参加しましょう(火:10時)。 

8．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。 

9.入院している方（鄭鐘礼勧士）を覚えて祈りしましょう。 

10.レムナントやM.Hのために祈りましょう。 

11.伝道者の生活を実践するために祈りましょう。2011/2/21(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) 

12. RT核心を盛り上げていきましょう。  

13. 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。 

14.  

   

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
劉アラム、鄭鐘礼、山崎聖子、小林秀明、栗田李恵、田中玲子、栗田渡 

権ハンナ、倉敶教会、無名１ 

2. 感謝献金 : 張寅相(誕生)、小林秀明 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 張替浩介、田中玲子、栗田李恵、 

栗田渡、倉敶教会 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(大竹昌枝) 

  

5. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)田中玲子、栗田李恵、栗田渡、栗田彰仁 

 倉敶教会 

6. 建築献金 : 
(郵:10310-27247661 ﾁｮﾝ ｽｲﾋ) 栗田渡、田中玲子、栗田李恵、人見菜穂子 

倉敶教会 

○＃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 

真の心の平安 

ヨハネ14:25-27 

 

思い煩い、心配、恐れはちっともいいこ

とはない。なのに、いつも引っかかって 

 

１.永遠なる解放 

1) 罪と死の原理から 

    2) 裁きと罪の定めから 

  3) 神の御怒りから  

  4) 恐怖に陥れる奴隷の霊から 
 

２．永遠なる保障 

  1) 場所を備えに 

  2) 天の御国の国籍 

  3) 天のところに座らせ 

  4) 絶対的安全 
 

３．永遠なる同行 
   1) 助け主聖霊を通して 

   2) Onenessの神秘 

   3) 神様の責任 

 

結論論：個人礼拝成功            

    聖霊充満集中 

    条件消し  

 

 

 

 

  

 참된 마음의 평안 
요14:25-27 

 
염려,근심,두려움은 눈꼽만큼도 유익 

이 없다.그러나 늘 걸려서・・・ 

 

1. 영원한 해방 
1) 죄와 사망의 법에서 

2) 심판과 정죄에서 

3) 하나님의 진노에서 

4) 무서워하는 종의 영에서 

 

2. 영원한 보장  
1) 처소를 예비하려  

2) 하늘 시민권 

3) 하늘보좌에 이미 

4) 절대적 안전 

 

3. 영원한 동행   
1) 보혜사 성령으로 

2) Oneness의 신비 

3) 하나님의 책임  

 

결론: 개인예배 성공 

      성령충만 집중 

      조건 지우기 

 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(4) 
「法律関係者宣教」 

(使1：1) 

 

 

1．地球上で一番先に作られた組織 

 (1) 出 18：1－21 

 (2) 士 1：1 

 (3) 信仰告白のピラト法官 

 

 

2．伝道に対してもっとも影響力があった

組織 

(1) ユダヤ人の法廷 

① 使 4：1－12  

② 使 7：1－60 

③ パウロの裁判  

(2) ローマ法廷 

① 使 19：21   

② 使 23：11    

③ 使 27：24 

 

 

3．宣教に対してもっとも影響力があった

組織 

 (1) 使 1：1 

 (2) 使 1：3 

 (3) 使 1：8 

 

   OMC시대의전도자의삶(4) 
「법조인 선교」 

(행1:1) 
 

 

 

1. 지구상에 가장 먼저 만들어진 조직 

(1) 출18:1-21  

(2) 삿1:1 

(3) 사도신경 고백의 빌라도 법관  

 

 

2. 전도에 가장 영향 있었던 조직 

(1) 유대인 법정 

① 행4:1-12 

② 행7:1-60 

③ 바울의 재판  

(2) 로마 법정  

① 행19:21  

② 행23:11 

③ 행27:24  

 

 

3. 선교에 가장 영향 있었던 조직 

(1) 행1:1 

(2) 행1:3 

(3) 행1:8  

 
 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (4) 

「福音を正しく味わう神の人」 

(マタイ 18：1－14) 

 
1．福音を正しく味わわなければなりません 

(1) 創 12：1－3 (創 3：15) 

(2) 三つの祭り (出 3：18) 

(3) イザヤ 6：13 (イザヤ 7：14) 

(4) マタイ 16：16 (マタイ 16：13－15) 

(5) マタイ 17：1－9 

(6) ヨハネ 15：16 

(7) エペソ 1：3、ローマ 16：25 

 

2．祈りを正しく味わわなければなりません 

(1) エペソ 2：8－10 

(2) Ⅰテサロニケ 5：16－18 

(3) 使 28：30－31 

 
3． 伝道を正しく味わわなければなりません 

(1) マタイ 16：16 

(2) マタイ 28：16－20 

(3) 使 1：1、3、8 

 

 

 

♣結論 

 1．誤って味わった結果  

（マタイ 18：1－14） 

 2．正しく味わった結果  

（使 11：19－30、ピリピ 4：4－7） 

 

 RUTC시대의 전도자의 삶(4) 

「복음을 올바르게 누리는 

하나님의 사람」 

(마18:1-14) 
 

1. 복음을 참되게 누려야 합니다.  

(1) 창12:1-3 (창3:15) 

(2) 세절기 (출3:18) 

(3) 사6:13 (사7:14) 

(4) 마16:16 (마16:13-15) 

(5) 마17:1-9 

(6) 요15:16 

(7) 엡1:3, 롬16:25  

 

 

2. 기도를 참되게 누려야 합니다. 

(1) 엡2:8-10 

(2) 살전5:16-18 

(3) 행28:30-31  

 

 

3. 전도를 참되게 누려야 합니다.  

(1) 마16:16 

(2) 마28:16-20 

(3) 행1:1, 3, 8  
 

♣ 결론 

1. 잘못 누린 결과(마 18:1-14) 

2. 참되게 누린 결과 

(행 11:19-30, 빌 4:4-7)  

 

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） 

救われたかどうかわからないとき 

そのあかしとは、神が私たちに永遠のいのちを与えられたということ、そしてこ

のいのちが御子のうちにあるということです。(Iヨハネ5:11） 

 

神様、神様の子どもの祝福を味わうと聞くのですが、 

 私は苦しいことだけが続けて起きるようです。 

信仰の先祖アブラハムのように 

 神様の導きを受ける信仰の人として祝福してください。 

神様の約束のみことばを信じる 

 信仰の目で現場を見させてください。 

神様がいつも信仰の告白をするようにくちびるを祝福してください。 

私の姿や環境とは関係なく、 

 いちど神様の子どもになったら、 

永遠の神様の子どもであることを感謝します。 

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 

 

心配が消えないとき 

あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知

らないのですか。（1コリント3:16） 

 

神様、すぐに心配になります。 

神様を信じない、おろかな人と同じようになっていくようです。 

すべてのことを知っておられる主に、私の心配をゆだねさせてください。 

信仰の義人たちのように、神様を喜ばせる信仰を続けていく 

 神の子どもにならせてください。 

信仰の根を揺らそうとするサタンのだましごとに 

 イエス様のお名前で勝つことができますように。 

信仰で従順にしたノアのように、 

この時代を生かす主人公にならせてください。 

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 

 

 



2011年1月30日 1部礼拝 

サタンに打ち勝って（ヨハネ13：26-30)     
私たちは、目に見えるものがすべてだと考え、教育を受けてきていますが、

聖書は目に見えないことこそメインであり、重要だと語っています。今日

の聖書箇所を見ると、サタンがイスカリオテのユダの心に入ったと書かれ

ています。これは、目に見えることではありません。しかし、イエス様の

弟子としていつもともにいて、奇跡を見てきたユダがイエス様を裏切った

理由は、他のことではなく、サタンが入ったからなのです。聖書はサタン

の存在とそれによって地球が滅びることを書いています。サタンという目

に見えない存在を認め、人生と人のことを正しく理解するようにしましょ

う。 

サタンがするメインの働きは、人間をだめにして滅ぼすことです。どのよ

うに滅ぼすかというと、まず、人間を全能の創造主である神様から切り離

しました。人間は特別な尊い存在として、神様とともにいる「神のかたち」

として造られ、宇宙をまかされ支配できるように、神様が祝福され、神様

の栄光のすべてを託されました。サタンは、神様に敵対するもので、最高

の作品である人間をだめにしようとして、人間が神様を裏切りそむくよう

にさせたのです。人間は神様とともにいてこそ栄える存在で、神様から離

れるとなんの値打もなく、滅びるしかない存在だと知っていたサタンは、

人間を誘惑して、罪を犯すようにさせました。 

人間は罪を犯して神様から離れるようになってから、サタンに支配される

ようになりました。サタンははじめから人殺しなので、あらゆるかたちで

人を殺すことだけをしています。また、いつわりの父だと言われていると

おり、まことの神様ではないものが「神」であるかのようにだまします。

人類はそのいつわりにだまされて、富や豊かさが神であるかのように思

い、そこに幸せを求めるのですが、まことの神様以外には、人間の幸せは

ありません。また、技術が発展したり、成功することで幸せだと、バベル

の塔を築くようにさせます。そのようないつわりに、世の中はだまされて、

まことの神様を知らないで、偶像を作り、霊的に麻痺して、滅びの中に引

っぱられ、あらゆる不幸、苦しみを味わって歩んでいるのです。そのよう

にサタンは、人をコントロールしているのですが、だれもそれに気づかず

にいます。 

神様は人を愛しておられるので、人がこのように滅んで行くことを望まれ

ず、滅びないように、サタンから解放して、サタンによる不幸や滅びの運

命から解放してくださいます。滅びの人生が終わり、すべての祝福が回復

して、神様がともにおられる永遠のいのちを持つために、ひとり子を与え

十字架に引き渡してくださるほど、私たちを愛してくださっています。へ

びを通して働いて人間を滅ぼしたサタンの頭を踏み砕いて勝利すると約

束された、そのとおりに、処女を通して生まれ、インマヌエルと呼ばれる

イエス様を送ってくださいました。イエス様は十字架ですべてを完了さ

れ、その証拠として、死の力を打ち破って勝利してよみがえり、今も生き

ておられます。そして、だれでもその御名を呼ぶものは救われるのです。

救いの道をすべて神様が開かれたので、だれでも信じる者は救われるよう

になりました。これが福音であり、神様の愛です。 

ですから、サタンはイエス様のことをもっとも恐れます。それで、イエス

様を憎む気持ちを心に入れ、敵対させようとします。憎まなくても、信じ

ない思いに固めてしまうのです。理論や事情をいろいろ言いますが、信じ

ないのはサタンのしわざです。また、信じる気持があっても、まちがって

理解させます。ご利益宗教のレベルで、まるで神様が自分に仕えるように

イエス様のことを曲げてしまいます。正しく伝えられたとしても、あいま

いになるようにイエス様のことをぼやかしてしまいます。イエス様のこと

が明らかになると、サタンはそこで何かの理由で遠ざかって忘れるように

させます。このようにサタンは、キリストを消すことにすべてを合わせて

くるのです。 

ですから、霊的な戦いに勝利するために、どうであっても、イエス様と親

しくなって、イエス様にくっつくようにしましょう。サタンのことを覚え

て、イエス様を絶対的な結論として、どんなことにも影響されない結論と

しましょう。そして、積極的にイエス様に集中しましょう。いつも考え、

黙想して、ほめたたえましょう。そして、イエス様に満たされて、イエス

様によって幸せだと確認できるようになりましょう。そうすれば、暗やみ

が打ち砕かれます。霊的な戦いに勝利して、内側、まわりから暗やみが去

って行くあかしのある一週間になることをお祈りします。 

 

 

 

 


