
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 02/20-24(d)(02/21まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 04/03-07(d)(03/26まで) 

2部 礼拝  12:30 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 04/07-09(d)(03/28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 
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レムナント教会 
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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) 
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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)39 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.7 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)171,209 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田渡長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部:ヨハネ15:1-8 

Ⅱ部:창40:1-8 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:世を生かす祝福の存在 

Ⅱ部:감옥에서도 

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)478,344 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 石井幸子/박현숙 ………… 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、이인숙 

 

 

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 

七つの時代を開く主役 (6) 

「周りの人を休ませる教会党を建てなけれ

ばなりません」  

(マタイ 11：28－30) 
１．多くの人々が一生懸命に食べますが、みな死にます 

(1) これは、人間の基準ではありません。食べながら死ぬ

ことは、獣も可能なことであり、 

逆に、獣がもっとうまくやっています。人間は、神様を知る

存在として創造されたため、 

獣とは異なる霊的な祝福を味わわなければなりません 

(創 1：27) 

(2) 人間はなぜ幸せがないでしょうか － 神様から離れ

ているためです聖書にそのように記されてあります (ロー

マ 3：10、23、6：23) 

(3) なぜ、地球は精神疾患、心の病、不治の病、殺人、

強盗、強姦、ギャンブル、アルコール、麻薬などで死んで

行くのでしょうか－ 人間をだましている、別の存在がいる

ためです (ヨハネ 8：44、創 3：1－5、使 16：16－18) 

  
2．イエス様はこのようにおっしゃいました (マタイ 11：28

－30) 

(1) もっと苦しくなる苦痛と重荷を負っている人は、来なさ

いとおっしゃいました－ あなたがたを休ませてあげます

(マタイ 11：28)とおっしゃいました。真に、神様の元に行く

と、安らぎを得ることができます 

(2) キリストについて学ぶと、たましいに安らぎを得ること

ができるとおっしゃいました（マタイ 11：29） 

(3)キリストが与えられるくびきを新しく負いなさいとおっしゃ

いました。やすく、軽いくびきであるため、他の人も生かす

ことができます （マタイ 11：30） 

 
3．イエス様がわたしのところに来なさいとおっしゃったた

め、信仰をもって進むだけでいいのです 

(1) 疲れ、重荷をそのまま持って行けばいいのです。イエ

ス様が直接、その荷を降ろしてくださり、他のものをあたえ

られるとおっしゃいました。それは、福音と伝道の荷である

ため、私から生かされるようになります 

(2) これからは、重荷を負っている人を生かす、休ませる

教会を準備すると、神様は新しい 

答えを与えられます 

(3) すべての民が休むことのできる教会を建てて、そのよ

うにできる教会堂を建築しましょう 

 

 

일곱시대를 여는 주역(6) 

「이웃을 쉬게 하는 교회당을 지어야 

합니다.」(마 11:28-30) 

1. 많은 사람들이 열심히 먹다가 모두 죽습니다.  

(1) 이것은 인간의 기준의 아닙니다. 먹다가 죽는 

것은 짐승들도 할 수 있으며  

오히려 짐승들이 더 잘하고 있습니다. 인간은 하

나님을 아는 존재로  

창조되었기 때문에 짐승과는 다른 영적축복을 누

려야 합니다.(창1:27) 

(2) 인간은 왜 행복이 없을까요? - 하나님을 떠나

있기 때문입니다.  

성경이 그렇게 말씀하고 있습니다.(롬3:10, 23, 

6:23) 

(3) 왜 지구는 갈수록 정신질환, 마음의 병, 육신

의 불치병, 살인, 강도, 강간,  

도박, 술, 마약으로 시들어 죽어갈까요? 

- 인간을 속이는 다른 존재가 있기 때문입니

다.(요8:44, 창3:1-5, 행16:16-18) 

2. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다.(마11:28-30)  

(1) 갈수록 어려워지는 고통과 무거운 짐 진 자들

을 오라고 말씀하셨습니다.  

- 너희를 쉬게 하리라(마11:28)고 말씀하셨습니

다. 참으로 그에게로 나아오면  

쉼을 얻을 수 있습니다. 

(2) 그리스도를 배우면 마음에 쉼을 얻을 수 있다

고 말씀하십니다.(마11:29) 

(3) 그리스도께서 주시는 짐을 새로 지라고 하셨

습니다. 쉽고 가벼운 짐이기 때문에  

다른 사람도 살릴 수 있습니다.(마11:30) 

3. 예수님께서 오라고 하셨기 때문에 믿음으로 가

기만 하면 됩니다. 

(1) 수고, 짐을 그대로 가지고 가면 됩니다. 예수

님이 직접 그 짐을 벗기시고  

다른 것을 주시겠다고 하셨습니다. 그것은 복음과 

전도의 짐이기 때문에  

나부터 살아나게 됩니다.  

(2) 이제 짐 진 사람을 살릴, 쉬게 할 교회를 준

비하시면 하나님은 새 응답을  

주실 것입니다. 

(3) 모든 백성이 쉼을 얻을 수 있는 교회를 만들

고 그렇게 할 교회당을 건축합시다. 

 

 

 

 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(倉敷、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) 

 21(月)午後1時から受け付けです。(9:00-17:00) 

12. RT核心を盛り上げていきましょう。  

13. 3/28-30リーダー修連会、3/30-4/1日本レムナント大会があります。リーダ:15000円 

  大会:25000円、締切:2/28,担当:朴宰範 

14. 大会期間中、伝道資料募集及び賛美大会(作曲、作詞、歌、バンド、ダンス)がありま

す。1次予選:2/14-24,2次予選:3/4-11,本選:3/31 

   

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
張寅相、田淑姫、張替淳子、張替泰子、李仁順、張替浩介、朴善香、 

李昌俊、小林ひろう、小林真理、無名1 

2. 愜謝献金 : 張寅相 

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

金主恵、全美蘭、片柳教会、東久留米教会 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(李賢淑) 

 5. OMC 献金 :    

6. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)張寅相、李賢淑、張替淳子、橋本光一、  

片柳教会 

7. 建築献金 : 
(郵:10310-27247661 ﾁｮﾝ ｽｲﾋ)張寅相、李賢淑、張替淳子、李仁順、河伍信  

片柳教会 

○＃祝福あれば、OMCメンバーに！(会費:1万/月)―庄司泰子まで 

主の名により歓迎いたします：浜田静雄 

 

 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

世を生かす祝福の存在 

ヨハネ15:1-8 

 

一度限りの人生、実を結ぶ美しい歩みは

出来ないんだろうか。 

 

１.実を結ぶ確信から 

1) いのちの関係 

    2) もうきよいです(3) 

  3) 主が選び任命した(160)  

  4) 父は栄光をお受けになる(8) 
 

２．イエスの中にとどまるなら 

  1) 自分がイエスの中に(5) 

  2) イエスが自分の中に(5) 

  3) イエスのことばが自分の中 

    に(7)   

  4) 友の関係(15)-真の交わり 
 

３．イエスの愛にとどまるなら 
   1) 自分を愛して下さった(9) 

   2) 戒めを守るなら(10) 

   3) 互いに愛し合いなさい(12.,17) 

    4) ともに世に向かって(270) 

 

結論論：根本感謝のときを 

     御言葉黙想のときを       

    兄弟愛のときを 

    現場転向のときを 

 

 

  

 세상살릴 축복의 사람  
요15:1-8 

 
한번 뿐인 인생 열매맺는 아름다운 

모습으로 살순없을까? 

   

1. 열매맺을 확신부터  
1) 생명관계  

2) 이미 깨끗하였으니(3)  

3) 주님이 택하여 세우셨나니(16)  

4) 내 아버지께서 영광을 (8) 

 

2. 예수 안에 거하면   
1) 내가 예수님 안으로(5)   

2) 예수님이 내 안으로(5)   

3) 예수님 말씀이 내 안에(7)  

4) 친구 관계(15)-참된 교제  

 

3. 예수 사랑 안에 거하면 
1) 나를 사랑하셨으니(9) 

2) 계명을 지키면(10) 

3) 서로 사랑하라(12,17) 

4) 함께 세상을 향해 (27) 

 

결론: 근본감사 시간 

      말씀묵상 시간 

      형제사랑 시간 

      현장전향 시간 

 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(5) 
「専門家のための神様のみことば」 

(Ⅲヨハネ1：2) 

 

 

 1．専門家の特徴 

       (1) 専門家によって動かれる世界 

(イザヤ 60：1－22) 

       (2) 霊的な問題に勝つことのできな

い専門家 (Ⅱ列 5：1－10) 

       (3) 時間が経つほど難しくなる世の

中 (Ⅱテモテ 3：1－13) 

 

    2．福音専門家がもつべき必須 

       (1) 技能の専門性 (Ⅲヨハネ 1：2)  

       (2) 再解釈 (再適応) (コロサイ 2：

2－3) 

       (3) 弟子 (ローマ 16：23) 

 

3．福音専門家が進むべき三段階 

       (1) 技能の唯一性 

       (2) 伝道の唯一性 

       (3) 宣教の唯一性 

 

   OMC시대의전도자의삶(5) 
「전문인을 위한 하나님의 말씀」 

(요삼1:2) 
 

 

 

1. 전문인의 특성  

(1) 전문인에 의해 움직여지는 

세계(사60:1-22) 

(2) 영적문제 이기지 못하는 

전문인(왕하5:1-10) 

(3) 갈수록 어려워지는 

세상(딤후3:1-13) 

 

2. 복음 전문인이 가져야 할 필수  

(1) 기능 전문성(요삼1:2) 

(2) 재해석(재적용)(골2:2-3) 

(3) 제자(롬16:23) 

 

3. 복음 전문인이 가야할 3단계  

(1) 기능 유일성 

(2) 전도 유일성 

(3) 선교 유일성 

 

 

  

 

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (5) 

「伝道者の生活とマルコの屋上の間」 

(使 1：1－14) 

貧困、無能、異端の濡れ衣、追い出し、法廷の束

縛、死刑を行う恐ろしい宗教集団と、 

利益を求める商売集団、そして、世論に従って動

く恐ろしい政治集団の中で、 

初代教会はどうように勝利したのでしょうか 

 

1．必ず訪れる恐ろしいのろいから解放され、

救われたことを感謝したためです  

  もっと強いことを知って、持っていました 

(1) 創 3：15、創 6：14、出 3：18、イザヤ 7：

12－13(7：14)、マタイ 16：13(16) 

(2) 後に訪れるイスラエルの災いを知ってい

ました (マタイ 24：1－25：46) 

(3) ローマの未来と霊的な世界を知っていま

した (黙 12：1－9) 

 

2．彼らは、答えられるために集まったのでは

なく、すべてを捨てるために集まったので

す 

(1) マタイ 17：1－9、18：1－10 

(2) 使 1：12－7、8 

(3) 使 1：14 

 

3． すでにすべてを得たためです 

(1)マタイ 16：20、マルコ 16：15－20、 

使 1：8－11 

(2)ルカ 10：19 

(3)Ⅰペテロ 2：9 

 

♣結論 

 1．すべての計算(利益)を捨てて、キリスト

を受け入れると、すべてが回復されます 

2．キリストが主人になると、私の人生の過

去、現在、未来が解決されます 

3．私とともにおられるキリストの権威を味わう

と、暗やみの勢力は打ち砕かれます 

 

 RUTC시대의 전도자의 삶(5) 

「전도자의 삶과 마가다락방」 

(행1:1-14) 
가난,무능,이단누명,축출,법정구속,사형을가

하는무서운종교집단과이익을추구하는장사집

단,그리고 여론따라움직이는무서운정치집단 

속에서초대교회는어떻게 승리했을까요? 

1. 반드시 올 무서운 재앙에서 벗어나 

구원받은것을 감사했기 때문입니다.  

더강한 것을 알고 가지고 있었습니다. 

(1)창3:15.창6:14,출3:18, 

사7:12-13(7:14), 마16:13(16) 

(2) 훗날에 다가올 이스라엘의 재앙을 

알고 있었습니다.(마24:1-25:46) 

(3) 로마의 미래와 영적 세계를 알고 

있었습니다.(계12:1-9) 

2.그들은응답을받기위해서모인것이아니

라모든것을버리기위해모인것입니다. 

(1) 마17:1-9, 18:1-10 

(2) 행1:1-7,8  

(3) 행1:14  

 

3.이미모든것을 다 얻었기 때문입니다. 

(1)마28:16-20,막16:15-20,행1:8-11 

(2) 눅10:19  

(3) 벧전2:9  

 

♣ 결론 

 

1. 모든 계산(이익) 버리고 그리스도를 

모시면 모든 것은 회복됩니다. 

2. 그리스도가주인이되면 나의 인생의 

과거, 현재, 미래가 해결됩니다. 

3.나와함께하시는그리스도의권세를 

누리면흑암세력은 무너지게 됩니다. 
 

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） 

病気のとき 

愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての点でも幸いを

得、また健康であるように祈ります。 (Ⅲヨハネ1:2） 

 

神様に愜謝をささげます。 

元気なときも、病気のときも、ともにおられる主を愛します。 

からだと心の健康を守ってくださる神様の恵みに愜謝します。 

病気の部分をイエス様のいやしの御手でいやしてください。 

イエス・キリストのお名前の力で、起きて光を放てるように助けてください。 

たましいが幸いを得ているように、健康である神の子どもの祝福をください。 

神様のみことばの力で私を新しくしてください。 

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 

 

 

勉強に集中できないとき 

主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒をさげすむ。 

（箴言1:7） 

 

神様に愜謝をささげます。 

すべての問題のまことの解決者であるイエス様が 

私の主人であることを愜謝します。 

神様がくださる知恵を集中力で、学んだことを整理できるように 

助けてください。 

問題を正確に理解して、正しい答えを見つける恵みと力をください。 

私の足りなさと苦しさを主にゆだねます。 

主が豊かに助けてくださって、平安にしてください。 

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2月6日 1部礼拝 

真の心の平安（ヨハネ14：25-27)     
どんな状況であっても、それとはまったく関係なく心に真の平安を保てる

かどうかが大切なポイントです。なぜなら、心の平安を失うと、すべてが

曲がってしまうからです。なにをどうするかという前に、本当の意味での

心の平安と安らぎを守る秘訣を得ましょう。 

良い事がなく、うまくいかないから思い煩ったり、不安になると思ってい

るのですが、実は、真の平安とはそのような条件つきのものではありませ

ん。イエス様は弟子たちに向かって、これからご自分が弟子たちから離れ

て行くけれど、それでも、心配したり、不安に思って心を騒がせることな

く、平安を保ちなさいと言われました。なにがあっても影響されることが

ない、真の平安の根拠はなにかを今日の聖書から見てみましょう。 

弟子たちから離れて行かれたのは、十字架にかかり身代わりとなって死ぬ

ため、つまり救いのためです。イエス・キリストの十字架によって私たち

は、のろいの運命から永遠に解放されるようになります。イエスをキリス

トとして信じ受け入れるだけで、どんな状況でも罪と死の原理から永遠に

解放されて、滅びることはありません。罪に定められることはなく、裁き

は人生から消え去ります。御怒りを受けるべき子でしたが、その御怒りか

ら解放され、神様の霊を受けたので、恐怖に陥れる奴隷の霊からも永遠に

解放され、打ち勝つことができます。永遠に解放されていることにポイン

トを合わせて、神様からの平安で心と思いを守られるときに、最高の幸せ

を味わい、神の国が臨んで、神様の力とみわざが現れるようになります。 

また、真の平安を保つことができる理由は、神様によって永遠に保証され

た者だからです。イエス様は十字架で救いのすべての約束を成しとげたあ

と、天にのぼられ、私たちがいる場所を備えると言われました。信じ受け

入れたクリスチャンは、天の御国の国籍があります。そして、霊的にはす

でに天のところに座らせてくださっているとエペソ2:6に言われています

し、地上の生涯が終わったら、天の御国に入ることは保証されているので、

人生は最後はハッピーエンドだと決まっているのです。キリストの血によ

って保証され、神様の御手から奪う者はいません。その保証として、聖霊

によって心に印を押されているので、絶対的に安全な人生なのです。 

そして、神様が永遠に同行してくださるので、心を騒がせる必要はないの

です。よみがえって天にのぼられたイエス様は、ずっと完ぺきにともにい

るために聖霊を送ってくださいました。助け主聖霊を通して永遠に完ぺき

にともにいてくださいます。神様が聖霊によって私たちと一体となってく

ださるのです。これがOnenessの神秘です。どんなときも、神様がともに

おられるので、神様は神の民を捨てることなく、最後まで私の人生の責任

を持ってくださいます。 

このように永遠の解放、永遠の保証、永遠の同行にポイントを合わせれば、

心配することはなく、どんなことがあっても大丈夫だと愜謝するようにな

ります。そのポイントがずれているから、心配や思いわずらい、不安にな

るのです。 

この真の平安を味わうために、なにかをする前に、まず個人礼拝を回復し

ましょう。神様の前に一対一となって立ち、「キリストの中にあって」永

遠の解放、永遠の保証、永遠の同行にポイントを置きましょう。このよう

にして、平安を保つことによって、みことばに集中できるようになります。

真の平安の上に、みことばの中から神様のみこころ、良い計画をキャッチ

していきましょう。そうしていると、自分の現場での福音宣教に方向を定

めることができます。 

このように個人礼拝に成功したら、神様の力とみわざを信じて、聖霊の満

たしに集中しましょう。そして、礼拝を守りつつ、自分の条件を消して行

く作業をしましょう。神様からの平安は条件つきではありません。ポイン

トをキリストにある神様の平安に変え、平安を味わう一週間になることを

お祈りします。  

 

 

 


