
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 03/20-24(ｂ)(03/21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 

  

2011年3月 6日 第 11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   

   
      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.10 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)172,93 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 佐々木洋朗長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部:ヨハネ17:1-10 

Ⅱ部:창41:38-45 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:尊すぎる君 

Ⅱ部:최고를 꿈꾸라 

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)488,350 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 石井幸子/권한나 ………… 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:池田仁長老 

献金:小嶋美智子、김희진 

 

 

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 (9) 

「分裂をいやす神の人」 

(民 14：1－10) 
 

 

1．イスラエルの人が一番苦しみにあった時は、いつでし

たか 

(1) 故郷と国とすべてを失い、エジプトで長い間、奴隷生

活をした時です 

① もっと辛いことは、男の子が生まれると殺すことをパロ

王が命令しましたそれは、イスラエルの跡形もなく無くして

しまおうとすることです （出 1：8－22） 

② そのような中で、奇跡のようにモーセが生まれました 

（出 2：1－10） 

③ イスラエルの人が極度の苦難に逢うようになりました 

（出 3：1－18） 

(2) その時、神様はモーセを呼ばれました （出 3：18－

20） 

(3) 神様の力によって、イスラエルの人は出エジプトし

て、結局カデシュ·バルネアに着きました 

 

2．12人の偵察する者を派遣して報告した時、10人は不

信仰の報告をしました （民 14：1－10） 

(1) すべての民が、それを聞いて一晩を泣き明かしまし

た （1） 

(2) モーセとアロンを恨みました （2） 

(3) エジプトに戻ろうとしました （3－4） 

(4) その時、ヨシュア、カレブが自分たちの着物を引き裂

いて、全会衆に信仰の訴えをしました 

① すばらしくよい地を与えられたと告白 （7） 

② 乳と蜜とが流れていると告白 （8） 

③ 彼らの守りは、彼らから取り去られていると告白 （9） 

④ その時、全会衆が彼らを石で打ち殺そうとしたら、主の

栄光が現れました （10） 

3．今も二種類の信徒が存在しています 

(1) 正しい言葉に見えるけれども、不信、恨み、不平で不

信仰の雰囲気を作る者は、 

暗やみの中で死んでしまうようになります  

(2) 無駄なことに見えるけれども、神の力を信じて、霊的

な目が開かれた人は、 

信仰の選択によって勝利するようになります  

（3） 信仰の ONENESSは、奇跡を成し遂げます （民 14：

11－12） 

 

일곱시대를 여는 주역(9) 

「분열을 치유하는 하나님의 사람」 

(민 14:1-10) 

1. 이스라엘 민족이 가장 어려운 때는 

언제였을까요? 

(1) 고향과 나라와 모든 것을 잃고 애굽에서 긴 

세월동안 노예생활 할 때였을 것입니다. 

① 더욱 고통스러운 것은 남자 아이가 태어나면 

죽일 것을 바로 왕이 명령했습니다. 그것은 이스

라엘의 씨를 말리려는 것입니다.(출1:8-22) 

② 그런 중에 기적같이 모세가 태어났습니다.(출

2:1-10) 

③ 이스라엘 민족이 극도의 고난을 당하게 되었

습니다.(출3:1-18) 

(2) 그 때에 하나님은 모세를 부르셨습니다.(출

3:18-20) 

(3) 하나님의 능력으로 이스라엘 민족은 출애굽하

여 마침내 가데스바네아에 도착하였습니다. 

2. 열두 정탐꾼을 보내어 보고할 때 대부분의 사

람 10명은 불신앙을 보고 하였습니다.(민14:1-10) 

(1) 온 백성이 듣고 밤새 통곡하였습니다.(1) 

(2) 모세와 아론을 원망했습니다.(2) 

(3) 애굽으로 돌아가자고 하였습니다.(3-4) 

(4) 그 때에 여호수아, 갈렙이 옷을 찢고 백성들

에게 믿음의 호소를 하였습니다. 

① 심히 아름다운 땅을 하나님이 주셨다고 고백

(7) 

② 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주셨다고 고백(8) 

③ 그들의 지도자는 다 도망했다고 발표(9) 

④ 그 때에 백성이 돌로 치려 할 때 여호와의 영

광이 나타났습니다.(10)  

3. 지금도 두 종류의 신자는 존재하고 있습니다. 

(1) 옳은 말 같으나 불신, 원망, 불평으로 불신앙

의 분위기를 만드는 사람은 어둠 속에 

빠져 죽게 됩니다.  

(2) 무모한 것 같으나 하나님의 능력을 믿고 영의 

눈이 열린 사람은 믿음을 선택하여 승리하게 됩

니다. 

(3) 믿음의 ONENESS(원니스)는 기적을 만들게 

됩니다.(민14:11-12) 

 

 

 

 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。 

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、小学生:20000円、締切:3/13,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:3/4-11,本選:3/31 

15.3月の祈りの手帳が出ました。 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
栗田利恵、小嶋美智子、林泰順、小林広朗、小林秀明、山崎聖子、 

権ハンナ、新田琴美、鄭鐘礼、張替浩介、이민주 

2. 感謝献金 : 박신혜,東久留米教会 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 小嶋美智子、人見菜穂子、李仁順 

橋本光一、栗田渡、新田琴美、小林秀明 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC() 

 5. OMC 献金 :    

6. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)栗田利恵、小嶋美智子、小林秀明、栗田渡 

 朴宰範、新田琴美 

7. 建築献金 : 
(郵:10310-27247661 ﾁｮﾝ ｽｲﾋ)栗田渡、小嶋美智子、李仁順、小林秀明 

新田琴美、張替泰子、朴宰範、人見菜穂子 

○＃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：駒崎一行 

 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

尊すぎる君 

ヨハネ17:1-10 

 

昨年自殺者数が3万４千を超えたという

報告があった。どんなにつらくても自分

が尊い存在であることが分かれば 

 

１.天が感動した人 

1) 神様の栄光を現わし 

    2) イエス様が栄光を受けた人 

  3) イエス・キリストを知る人 

  4) 存在そのものが 
 

２．イエス様の祈りの中にいる人 

  1) 嬉しくてたまらない 

  2) 大事に大事に 

  3) 切なるお願い 

  4) 世を生かす人 
 

３. 神様と一つになった人 

   1) 世のものではない 

   2) わたしたちが一つであるように 

   3) 神様の愛が彼らの中に 

    4) この世が知るため 

 

結論：人との比較、劣等感、不安を振 

   り払いましょう。自分をキリストに 

   あって誉めましょう。家族、現場、 

   地域の福音化を祈りましょう。 

 

 

 

  

 너무 소중한 당신  
요17:1-10 

 
작년 한해 자살자 수가 3만4천명이 

넘는다는 보고가 있었다.아무리 어려 

워도 내가 소중한 자임을 안다면 

    

1. 하늘이 감동한 사람 
1) 하나님을 영화롭게 하고  

2) 예수님이 영광을 받으시고 

3) 예수 그리스도를 아는 자 

4) 존재 자체가 

 

2. 예수님의 기도 속에 있는 사람    
1) 좋아서 어쩔 줄 몰라   

2) 애지중지 

3) 간곡한 부탁 

4) 세상살릴 사람   

 

3. 하나님과 하나된 사람 
1) 세상에 속하지 아니하고 

2) 우리가 하나된 것 같이 저희도 

3) 하나님 사랑이 저희 안에 있고 

4) 세상으로 알게 하려 

 

결론: 비교,열등감,불안을 버리자 

      나를 향한 거룩한 칭찬 

      가족,현장,지역 복음화 기도 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(8) 
「保険関係者たちと伝道者の生活」 

(Ⅰペテロ2：9) 

 

 1．人々に迫る苦しみは、だれも止められ

ず、予想もできない危険です  

(1) マタイ 24：1－14 

(2) Ⅱテモテ 3：1－13 

(3) 黙 12：1－9  

 

2．保険関係者の生活は、危機対処のた

めの経済を備える働きです 

(1) 祭司長的な祝福 

① マルコ 10：45   ② 使 13：1－12  

(2) 預言者的な祝福 

① ヨハネ 14：6    ② 創 18：17 

(3) 王的な祝福  

① Ⅰヨハネ 3：8   ② ルカ 10：19   

③ 使 16：16－18  

 

3．保険関係者たちは、徹底的に伝道者

の生活を生きなければなりません  

 

   OMC시대의전도자의삶(8) 
「보험인들과 전도자의 삶」 

(벧전2:9) 
 

 

 

1. 사람들에게 닥칠 어려움은 아무도 

막을 수 없고, 예상치 못하는 

위험들입니다.  

(1) 마24:1-14 

(2) 딤후3:1-13 

(3) 계12:1-9  

 

 

2. 보험인의 삶은 위기에 대처를 위한 

경제를 대비하는 사역입니다. 

(1) 제사장적 축복 

① 막10:45 ② 행13:1-12  

(2) 선지자적 축복 

① 요14:6 ② 창18:17 

(3) 왕적 축복  

① 요일3:8 ② 눅10:19 ③ 

행16:16-18  

 

 

3. 보험인들은 철저히 전도자의 삶을 

살아야 합니다.  

 

 

 

  

 
 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (8) 
「伝道者の生活と専門働き」 

（使 2：1－13) 
 

1．なぜ伝道者の生活に誤解があるかを、まず発

見しなければなりません  

(1) 不信仰 － これに勝つことが、伝道者の生活

です 

① 創 39：1－6  ② Ⅰサムエル 3：19  ③ 詩

23：1－6  ④ Ⅱ列 6：15  

⑤ イザヤ 43：18－21  ⑥ ヨハネ 19：30  ⑦ 

マルコ 3：13－15、マタイ 28：30  

(2) 霊的な世界に対する無知 － 霊的な世界

は、最高の科学であり、それ以上のものです 

① 使 1：3   ② 使 19：8   ③ ピリピ 3：20  

(3) 霊的な権威に対する無知 － 霊的な権威を

知ると、勝利できます  

① ヨハネ 1：12  ② ルカ 10：19  ③ 使 3：1－

6  ④ 使 16：16－18  

 

2．伝道者の生活にもっとも影響を及ぼすことが、

専門働きです 

(1) 生活と関係あるためです (マタイ 17：24－27) 

(2) 職業と関係あるためです (使 2：9－11) 

(3) 文化と関係あるためです 

(使10：1－45、11：28－30、12：1－25、13：1－

12、16：16－40、19：8－20)  

 

3．専門働きと専門教会は、もっとも大きな伝道者

の生活になります 

(1) 使 1：1  

(2) 使 18：1－4  

(3) ローマ 16：23 

 RUTC시대의 전도자의 삶(8) 

「전도자의 삶과 전문 사역」 

(행2:1-13) 
 

1. 왜 전도자의 삶에 오해가 있는지는 먼저 

발견해야 합니다.  

(1) 불신앙 - 이것을 이기는 것이 전도자의 

삶입니다. 

① 창39:1-6 ② 삼상3:19 ③시23:1-6 ④ 

왕하6:15  

⑤ 사43:18-21 ⑥ 요19:30 ⑦ 막3:13-15, 

마28:30  

(2) 영적 세계 무지 - 영적 세계는 최고의 

과학이요, 그 이상의 것입니다. 

① 행1:3 ② 행19:8 ③ 빌3:20  

(3) 영적 권세 무지 - 영적 권세를 알면 

승리할 수 있습니다. 

① 요1:12 ② 눅10:19 ③ 행3:1-6 ④ 

행16:16-18  

 

 

2. 전도자의 삶에 가장 영향을 주는 것이 

전문사역입니다. 

(1) 생활과 관계있기 

때문입니다.(마17:24-27) 

(2) 직업과 관계있기 

때문입니다.(행2:9-11) 

(3) 문화와 관계있기 때문입니다. 

(행10:1-45, 11:28-30, 12:1-25, 13:1-12, 

16:16-40, 19:8-20)  

 

 

3. 전문 사역과 전문교회는 가장 큰 

전도자의 삶이 됩니다. 

(1) 행1:1  

(2) 행18:1-4  

(3) 롬16:23  

 

現場を変える「契約の祈り」 

（使徒1:7-8） 

イエスは言われた。「いつとか、どんなときとかいうことは、あなたがたは 

知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威をもってお定めに 

なっています。 しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、 

あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤと 

サマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。」 
 
神様に無限の栄光をささげます。 

世の中には数え切れないほどの言葉と理論が飛び交っていますが、 

神様のみことばに従って生きることができるように、 

主のみことばの中に出るようにしてくださることを感謝します。 

すべての教会と個人が新しい力を徔て、 

神様の計画を準備することができるように主が恵みを増し加えてください。 
 
隠れた問題が、今、この時間に解決され、 

家庭と教会のむずかしい問題が解決されますように。 

答えを受けないようにさせる体質を変化させてくださって、 

希望がなくなった者の病をいやしてください。 

今、この時間、祝福を受ける恵みの時間になるようにしてくださり、 

天の門が開かれる時間になりますように。 

天の火の馬と火の戦車が動員される時間になりますように。 
 
すべての不信仰が完全に根こそぎ抜かれる時間になりますように。 

祈りの奥義を持った証人になって、残りの人生に答えを受けますように。 

神様のメッセージをしっかりと握らせてくださって、 

一生涯、忘れない日になりますように。 

すべての弱さと病気、貧しさが解決される神様の働きが、 

いま、この時間から始まるようにしてください。 

神様の契約をしっかりと握って、残りの生涯に勝利するように、 

神様が働いてくださることを信じます。 
 
世界福音化のために一千万倍の祝福を注いでくださって、 

一千万人の宣教師を立ててくださり、世界の要員が起きる祝福が 

始まりますように。私たちの民族を生かせるように、真の福音を悟った 

働き人があちこちに立てられる地教会運動が起きますように。 

私たちの次の世代が生きることができるようにミッションホーム運動が起き、 

その中で一番重要な個人タラッパンが始まりますように。 

聖霊に満たされる恵みを与えてくださり、世界を征服してもあまる神様の力が 

あふれ出て、家庭と地域に働いてくださって、新しく始まる祝福が 

起きますように。 

私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 

 



2011年2月27日 1部礼拝 

喜びある人生（ヨハネ16：19-24)     
  最近は、暗いニュースばかりが聞こえてくる世の中ですが、このよう

な時代に本当の意味での喜びの秘密を知って、暗い人生を送っている人々

に、その秘密を知らせてあげることができるのなら、まことに立派ですば

らしい人生を送ることができるでしょう。クリスチャンには、その祝福と

特権があります。今日の聖書からその真の喜びの人生はどこにあるのかを

見てみましょう。 

 今日の聖書箇所で弟子たちは、イエス様といっしょにいることでとても

喜んでいたのですが、イエス様はその弟子たちに向かって、いまから弟子

たちと離れることになると言われました。それは悲しみになるだろうが、

しかし、また、戻って来てともにいるようになり、その喜びはだれも奪う

ことがなく、満ち満ちた喜びになると言われました。 

 イエス様といっしょにいることこそ、まことの喜びになるのです。なぜ

なら、イエス様こそ、人生の最高の宝だからです。イエス様は、人の救い

の道です。私たちは救われないといけない存在です。神様とともにいて祝

福される神のかたちとして創造された最高の存在だった人間が、だまされ

て罪を犯し、神様から離れ、いのちを断たれてしまいました。そして、悪

魔の勢力に捕えられて一歩も出られなくなってしまったのです。そのよう

な人間に必要なのは、成功、愛情、富ではなく、運命のドロ沼から救い出

されることです。イエス様はその救いの道であり、唯一の道なのです。イ

エス様と比べられるものは他にはありません。 

 また、イエス様は罪人の私たちのために身代わりとなって救いを成しと

げて、あがないのいけにえとなってくださいました。それが神様の愛であ

り、滅びるしかない私に注がれた最高の愛のかたちです。ですから、キリ

スト・イエスのみが輝くようになり、他のものとは比べられない最高の宝

となるのです。 

 その最高の宝であるイエス様といっしょにいるので、最高の喜びがある

のです。それを味わうことが、クリスチャンの力になります。環境や条件、

状況とはまったく関係なく、私の中の宝であるイエス様による喜びなの

で、この喜びはだれも奪うことはできません。弟子たちの前のイエス様は

肉を持っておられたので、離れることはあったのですが、イエス様が十字

架ですべてを完了して、天にのぼり、目には見えないのですが、聖霊を通

して私の中に入って来られ、ともにおられるようになったので、喜び続け

ることができるのです。聖霊を通してイエス様がいっしょにおられ、聖霊

がすべてを教えてくださるので、疑問はなくなります。 

 イエス様はどういう方かを思い出し、私の中に、私といっしょにおられ

ることを最高だと、喜びを確認しましょう。そのような喜びの主人公が行

くところには、光が輝くようになり、喜びがあふれる人生になります。 

 聖霊をとおしてともにおられるようになると、イエス様の名によって求

めれば、神様と通じ合うようになります。イエス様がともにおられること

をベースにして、安心と幸せ、感謝を持つ中で、神様のみこころを求め、

イエス様の名によって聖霊充満を求めましょう。イエス様がともにおられ

る喜びがわかると、聖霊に満たされることを求めるようになり、みことば

を握って祈るようになります。そして、聖霊がみことばを悟れるように教

えてくださいます。 

 今まで持っていた祈りの課題を捨てて、イエス様がともにおられること

を喜び、みことばを黙想して、イエス様の名前で祈ると神の国が臨み、祈

りが答えられ、答えを受けると、本当の喜びが与えられます。喜びが満ち

満ちたものとなるのです。 

 今、本当の喜びがありますか。イエス様がともにおられることをベース

にして、聖霊の満たしを祈りましょう。そうすれば、暗い世の中の人に光

を照らすことができるようになります。 

 それで、朝に目が覚めたら、まず最初に福音を黙想して、イエス様がと

もにおられる喜びを見つけて、回復しましょう。また、喜びを奪うものは

なにかを、よく吟味して、だまされないようにしましょう。講壇のメッセ

ージや祈りの手帳のみことばを黙想して、聖霊に教えられ、その喜びを一

日のスケジュールにつなげて考えましょう。これが個人タラッパンです。

このようにして、個人的に喜びを味わい、まわりから見ても喜びが分かる

ようなクリスチャンになるようにお祈りします。 

 

 

 


