
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 04/15-16(ｂ)(04/09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。 

  OMC：埼玉りそな三郷4489413-田淑姫 

  

2011年4月 3日 第 14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)23 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.14 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)403,93 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 田淑姫長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部:ヨハネ18:25-27 

Ⅱ部:창43:12-15 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:失敗の裏に 

Ⅱ部:누리며,기다리면  

………… 
 

張  寅 相 師 

 

 賛    美 ………… (讃)406,491 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 小島美智子/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:鄭海寅長老 

献金:大竹昌枝、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 (12) 

「文化宣教をどうようにすればいいですか」 
 

1．未信者たちの文化を先に見なければなりません 

(1) エジプトの文化を見ることができなければ、エ

ジプトの奴隷になります （出 3：1－8） 

(2) ペリシテの文化を見ることができなければ、戦

争が起きます （Ⅰサムエル 17：1－47） 

(3) アッシリヤの文化に勝つことができなければ、

攻撃を受けるようになります  

（Ⅱ列 19：14－35） 

(4) バビロンの文化に先立つことができなければ、

戦争が起きます （Ⅰサムエル 17：1－47） 

(5) ローマの文化についていくことができなければ、

属国になります （使 1：6－7）   

 

 

2．聖書の答えられた人は、文化を知って、福音に

よって勝利しました 

(1) 創 45：1－5 エジプトと世界文化を知って、福

音を持ったヨセフは世界の総理となりました 

(2) 出 3：18 文化と福音を知ったモーセは、10の

奇跡によってエジプトの文化を破壊させました 

(3) イザヤ 60：1－22 文化と福音を知る者を通し

て、暗やみの世を生かしました 

(4) 使 19：21 文化を知る伝道者を神様は用いら

れました 

 

 

3．文化の戦いの勝利は、一つ（Ｏneness）になる

力を持った者が可能です 

(1) 「ともに」ができる文化人、「ともに」ができる伝

道者が成し遂げられます 

(2) 教会が「ともに」という単語を理解すると、地域

を生かすことができます （使 2：1） 

(3) 教団と団体が「ともに」という単語を理解する

と、時代を生かすことができます 

 （ローマ 16：25－27） 

 

 

 

 

일곱시대를 여는 주역(13) 

「문화 선교를 어떻게 해야합니까?」 

1. 불신자들의 문화를 먼저 보아야 합니다.  

(1) 애굽 문화를 보지 못하면 애굽의 노예가 

됩니다.(출 3:1-8)              

(2) 블레셋 문화를 보지 못하면 전쟁이 

일어나게 됩니다.(삼상 17:1-47)       

(3) 앗수르 문화를 이기지 못하면 공격을 받게 

됩니다.(왕하 19:14-35)           

(4) 바벨론 문화를 앞설 수 없으면 할 수 없이 

포로가 됩니다.(사 6:1-13)           

(5) 로마 문화를 따라갈 수 없다면 속국이 되고 

맙니다.(행 1:6-7)  

2. 성경에 응답 받은 사람은 문화를 알고 

복음으로 이겼습니다.            

(1) 창 45:1-5 애굽과 세계 문화를 알고 복음을 

가진 요셉은 세계 총리가 되었습니다.     

(2) 출 3:18 문화와 복음을 아는 모세는 10 가지 

기적으로 애굽 문화를 파괴시켰습니다.    

(3) 사 60:1-22 문화와 복음을 아는 자를 통해 

어두운 세상을 살렸습니다.         

(4) 행 19:21 문화를 아는 전도자를 하나님은 

사용하셨습니다.               

3. 문화 싸움의 승리는 하나(ONENESS)되는 

힘을 가진 자가 할 수 있습니다.         

(1) “함께” 할 줄 아는 문화인, “함께” 할 줄 

아는 전도자가 이룰 수 있습니다.      

(2) 교회가 “함께”라는 단어를 알면 지역을 

살릴 수 있습니다.(행 2:1)          

(3) 교단과 단체가 “함께”라는 단어를 알면 

시대를 살릴 수 있습니다.(롬 16:25-27) 

 

 

 

 

 

 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. 海外及び地方にいるレムナントのために祈ってください。 

(ベ・スンホ、恵、功治、さやか、愛隣、聖汗、美幸-北海道、大川内晋-大阪) 

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。 

12. RT核心を盛り上げていきましょう。(4/9から午後2時)  

13.レムナント大会が恵のうち終わりました。メッセージと共に新しいスタートを・・・ 

 14.災害に動揺しないで冷静にかつ信仰をもって行動しましょう。 

 15.張先生は伝道専門合宿のため韓国に行きます。祈ってください。 

 16.4/11-13,韓国で世界産業大会が開かれます。 

 17.4/24(日)は復活感謝礼拝です(イースター)。自分が復活の信仰により復興できるよう 

  祈りつつ備えましょう。 

18. 4月の祈りの手帳が出ました。ご購入ください。 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
張寅相、大竹昌枝、栗田渡、田中玲子、張替浩介、李賢淑、権ハンナ、 

山崎聖子 

2. 感謝献金 : 張寅相、李賢淑 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 張寅相、大竹昌枝、栗田渡、 

人見菜穂子 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(大竹昌枝) 

 5. OMC 献金 :    

6. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)張寅相、栗田渡、大竹昌枝、張替淳子 

人見菜穂子、張替泰子 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 張寅相、張替淳子、大竹昌枝 

栗田渡 

○＃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： 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

失敗の裏に 

ヨハネ18:25-27 

 

うまくやりたいのに思いとは裏腹にう

まくいかない。時に自分が嫌になるほど 

 

１.自分から真に自由になる機会 

1) 自分の意地の限界 

    2) 長所、短所 

  3) 言い訳排除 
 

２．神の恵みに中心を 

  1) アハー、それで 

  2) キリストだけ 

  3) 聖霊充満を 

  4) 神の国に 
 

３. 人を助ける仕える人に 

   1) 批判とさばきでなく 

   2) 常に機会として受け止め 

   3) 神様の恵の世界に 

 

結論： 恵の福音黙想 

    福音でないものを否定 

    弱さを最高の機会に 

 

ㅡ

쁨

  

실패의 배후에   
요18:25-27 

 

잘하고 싶은데 마음과 다르게 잘 안 

된다. 때로는 내가 싫어질 만큼 

 

1. 내게서 진정으로 자유하는 기회 
1) 내 의지의 한계  

2) 장,단점  

3) 핑계거리 제거 

 

2. 하나님의 은혜에 중심을      
1) 아하,그래서  

2) 그리스도만 

3) 성령충만을 

4) 하나님 나라에    

 

3. 사람을 돕는 섬기는 자로 
1) 비판과 판단이 아니라 

2) 항상 기회로 보며 

3) 하나님의 은혜의 세계로  

 

결론: 은혜의 복음묵상 

      복음 아닌 것 부인 

      연약함을 최고의 기회로 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(12) 
「文芸、出版、編集、デザインと伝道者の生活」 

(詩23：1－6) 

 

1．神様に用いられた働き人たち 

(1) モーセの五書の記録者 （創 1：1－

13） 

(2) 詩篇をもっとも多く記録した人 （詩

78：70－72） 

(3) 福音の手紙をもっとも多く書いた人 

（ローマ 1：9－10） 

 

2．改革が起きた時期 

(1) B.C 1500年頃   

 (2) ハガイ 2：1－9   (3) 1517年 

 

3．21世紀を主導する文化 

(1) 芸能           

(2) 体育          (3) 出版 

 

4．文芸、出版、編集、デザイナーと伝道

者の生活 （ある人を例えると） 

(1) 詩 78：70－72 

(2) Ⅰサムエル 16：1－13、23 

(3) Ⅰサムエル 17：1－47 

(4) 詩 23：1－6 

(5) Ⅰ歴 29：10－14 

 

※ 今、私たちに、もっとも急務なこと 

（連合、人材探し、専門性） 

 

   OMC시대의전도자의삶(12) 
「문예, 출판, 편집, 디자인과 전도자의 삶」 

(시23:1-6) 
 

 

1. 하나님이 쓰신 일꾼들 

(1) 모세오경의 기록자(창1:1-13) 

(2) 시편을 가장 많이 기록한 

사람(시78:70-72) 

(3) 복음 편지를 가장 많이 쓴 

사람(롬1:9-10) 

 

2. 개혁이 일어난 시기 

(1) B.C 1500년경  

(2) 학2:1-9 

(3) 1517년  

3. 21세기를 주도할 문화 

(1) 예능  

(2) 체육 

(3) 출판  

 

4. 문예, 출판, 편집, 디자이너와 

전도자의 삶(한 사람을 예를 들면)  

(1) 시78:70-72 

(2) 삼상16:1-13, 23 

    (3) 삼상17:1-47 

(4) 시23:1-6 

(5) 대상29:10-14 

 

※ 지금 우리에게 가장 시급한 

것(연합, 인재 찾기, 전문성)  

 

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (12) 
「教会の中を見る、ともにする伝道者の生

活」 

(使 2：41－42) 

 

多くの人が、いやしを語って願っています。

しかし、その方法を知らないままでいます。 

教会の中にともにする伝道者の生活は、多

くの霊的な病をいやすことができます。 

1．福音のために集まった人という根本的

な祝福以外は、見ない方が大きな答えの

道となります 

(1) 貧しい者、富んだ者、知識人、無知な

者がともに集まっていました （使 2：43－

45） 

(2) 使 1：1－11 を持った者たちでした 

(3) 使 1：14 他の理由や動機がまったくな

い人々でした 

 

2．教会と牧会者を理解した者たちの集まり

でした 

(1) 使 2：1 

(2) 使 2：2－4 

(3) 使 2：14－21 

 

3．信徒を理解した者たちの集まりでした

  

(1) 使 2：42 

(2) 使 2：43－45 

(3) 使 2：46－47 

 

※ 霊的な疾患の時代に、どのように勝つ

ことができますか 

1．世の中では、だれ一人も解決できません 

2．Ⅰヨハネ3：8、ルカ10：19、マルコ3：15 

3．マタイ 12：44 

 RUTC시대의 전도자의 삶(12) 

「교회 안을 보는 함께 하는 

전도자의 삶」 

(행2:41-4) 
 

많은 사람들이 치유를 말하고 원하고 

있습니다. 그러나 그 방법을 모르고 

있습니다. 교회 안에서 함께 하는 전도자의 

삶은 많은 영적인 병을 치유할 수 있습니다.  

 

1. 복음 때문에 모인 사람이라는 근본적인 

축복 이외 것은 보지 않는 것이  

큰 응답의 길이 됩니다.  

(1) 가난한 자, 부한 자, 지식인, 무식자가 

같이 모여 있었습니다.(행2:43-45) 

(2) 행1:1-11을 가진 자들이었습니다. 

(3) 행1:14 다른 이유나 동기가 전혀 없는 

사람들이었습니다.  

 

2. 교회와 목회자를 이해한 자들의 

모임이었습니다. 

(1) 행2:1 

(2) 행2:2-4 

(3) 행2:14-21 

 

3. 성도를 이해한 자들의 모임이었습니다. 

(1) 행2:42 

(2) 행2:43-45  

(3) 행2:46-47  

 

※ 영적 질환 시대를 어떻게 이겨야 

합니까? 

1. 세상에서는 그 누구도 해결할 수 

없습니다. 

2. 요일3:8, 눅10:19, 막3:15 

3. 마12:44  

 

現場を変える「契約の祈り」 

（ダニエル6:10） 

ダニエルは、その文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。 

――彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かってあいていた。―― 

彼は、いつものように、日に三度、ひざまずき、彼の神の前に祈り、 

感謝していた。 

 

生きておられる神様に栄光とほまれをおささげます。 

神様のみことばがまことの真理であるとあかしされ、 

 今も働いておられる神様の御力が地の果てまで伝えられますように。 

マルコの屋上の間に臨んだ主の聖霊が、今もこの場に働いてくださり、 

 霊的にも肉的にもいやしがなされ、伝道者の歩みごとに働いてくださって 

 神様の力が宣べ伝えられますように。 

モーセとともにおられた主が私にもともにいてくださって、この時間に、 

天の門が開かれて、エジプトが崩れ、紅海が分かれた働きが起きますように。 

日本と全世界の福音をふせぐ組織がうち砕かれて、ペテロが祈ったとき、 

監獄の門が 開いたような神様の奇跡が行われる時間になりますように。 

イエス・キリストの御名で、悪霊につかれててんかんになっていた子どもが 

いやされたように、いやしの働きが起きますように。 

イエス・キリストの御名によってマケドニヤの門が開いたように、 

ここに働いてくださって、暗やみの勢力が崩れる祝福の門が 

開かれますように。 

 

神様の真の恵みを受けて、未来を準備する祝福の日となり、困難な状況の中に 

いる主のしもべたちが霊的な権威を回復する祝福の日となりますように。 

のろいと不信仰がイエス・キリストの御名によってうち砕かれ、 

福音を邪魔するすべてのまちがった知識が崩れる尊い時間に 

なりますように。 

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3月20日 1部礼拝 

避けられない道(ヨハネ18:1-11)     
  私たちの人生には、今回の地震でなくても、人生を揺るがすよ
うな危機に出会うことがあります。そのときに、クリスチャンは信
仰がためされます。なにがあっても揺れない信仰があるのか、ない
のかは、今すぐには大した差がないのですが、子孫にまで影響を及
ぼすほど天地の差をもたらすので、揺れない信仰を持つようになり
ましょう。 

 今日の聖書では、イエス様が弟子たちと最後の晩餐を終え、出て
行かれて捕えられる場面です。イエス様はそのとき、ご自分が捕え
られるとご存じだったのですが、裏切ったユダが知っている場所に
わざわざ行かれました。そして、捕えられるときに、これは定めら
れた道なので、この道を行くしかないとおっしゃいました。なぜ、
この道しかなかったのでしょうか。 
 それは、人生の問題は私たちが理解していること以上に、ものす

ごく深刻だということです。ペテロがイエス様のことを愛するあま
りに剣を抜いて切りつけたのですが、そのような思いやりでは人生
の問題は解決することはなく、イエス様が捕えられ、十字架につけ
られる以外には道はないのです。人間はすべての人が神様から離れ
て、生まれながら御怒りを受けるべき子なので、防ぎようがない不
幸な人生を生きるしかないのです。どんなに勉強しても研究しても
答えを出すことができない霊的な病気を持っているので、時間が経

てば経つほど問題は深刻になっていきます。人生には深い霊的な根
があって、創造主の神様とともにいてこそ幸せな存在として創造さ
れた人間が悪魔に惑わされ、神様にそむいて罪を犯すようになり、
神様との関係がすべて壊れて神様に会えなくなり、人間を壊す悪魔
に支配され、運命に捕えられているので、不幸になるしかないので
す。 
ですから、イエス様が十字架に行く道しかなく、他には道はありま

せん。世の中には立派な人、尊敬される人、影響を与えた人もたく
さんいますが、人間の問題、根にある霊的な問題に触れることはで
きません。どんな英雄も、どんな思想も、どんな宗教も、どんな発
展も、人生の深刻な霊的問題を解決する道にはなりません。今回の
地震や津波で自然の威力の恐ろしさを語られますが、その自然がそ
のようになった理由も、人が支配して治めるはずだった自然が、人
間が神様から離れたゆえに敵となってしまったという霊的問題があ

るのです。 

人間の問題がこれほど深刻なので、神様は人間になにかをしなさい
と言われずに、神様ご自身がメシヤを送ると言われました。これが
神様の方法であり、神様の愛です。神様は、神様を離れた人間に、
はじめから女の子孫を送ると言われました(創世記3:15)。これは、
普通に生まれる人ではなく、神様がメシヤを送ってくださり、悪魔
のしわざを踏み砕かれるが、そのとき、かかとにかみつかれるよう
な犠牲があるということです。その約束どおり、ひとり子であるイ

エス様を神様が送ってくださいました(ヨハネ3:16)。神様ご自身が
人として来られ、あがないの犠牲のいけにえとなってくださったの
です（マルコ10:45）。イエス・キリストがこの世に来られ、すべて
の罪を負って身代わりとなって十字架で血を流して死なれ、あがな
ってくださる以外に人間の問題は解決しないのです。十字架の道に
よって、神様は愛をあきらかにしてくださいました（ローマ5:8）。
滅びる罪人の私たちが助かる道は、その道一本しかありません。十
字架によって救いの道が開かれたので、だれでも御名を呼ぶ者は救

われるようになり（ローマ10:13)、信じる者は神の子どもとなり（ヨ
ハネ1:12）、死からいのちに移るようになったのです（ヨハネ5:24)。
だれでも、イエスを信じる者は、根本から問題が解決され、救われ
ます。 
これから、どんなことがあっても、混乱することないキリストの唯
一性を告白するクリスチャンになりましょう。なにがなんでも、キ
リストしかないというときに、暗やみが打ち砕かれます。そして、

葛藤のない救いの確信を持ちましょう。また、キリストが道なら、
世に存在する理由は、その一本の道を知らせるた
めであると、迷いのない使命の結論を持ちましょ
う。 
十字架の道を深く黙想して、人生の方向や色を整
理して、神様に用いられ、神様の栄光をたたえる
ようになることを祈ります。 

 

 


