
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 04/17-21(d)(04/19まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 07/03-07(d)(06/25まで) 

2部 礼拝  12:30 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 6/30-7/02(d)(06/23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 07/18-22(d)(07/02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 17日 第 16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 ………… 詩編1：2-3 ………… 司  会  者 

   賛    美 ………… (讃)16 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.19 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)101,403 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 佐々木洋朗長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ヨハネ18:33-38 

Ⅱ部:창43:16-34 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:この世のものではない  

Ⅱ部: 영문모르는 파티 

………… 
 

張 寅 相牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)358,410 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 石井幸子/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:池田 仁長老 

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 (15) 

「RUTC時代の誤解」 

（イザヤ 6：1－13） 

力強いダビデとソロモンの時代の以降に、イ

スラエル王国が失敗を繰り返しました。 

その結果、捕虜になり、解放されましたが、

すぐローマの属国になってしまいました。 

 
1．Remnant を育てる、RUTC時代に対する価

値を知らず、準備できなかったためです 

(1) 哀 4：1－5 

(2) イザヤ 6：1－13 

(3) ヨハネ 21：15－18 

 
2．福音を愛していない者は、不可能なことで

す 

(1) 個人主義 

(2) 各教会主義 

(3) 教権主義 

 

3．未来を知らない者は、不可能なことです 

(1) マタイ 24：1－25：46 

(2) Ⅱテモテ 3：1－13、Ⅱテモテ 3：14－17 

(3) 黙 1：1－3、黙 12：1－9 

  

4．サタンの文化を知らない者は、不可能なこ

とです 

(1) 使 13：1－13、使 16：16－18、 

使 19：8－20 

(2) ローマ 1：9－10、使 19：21 

(3) ローマ 15：23 

 

5．救われた者だけが、可能なことです 
(1) 申 6：4－9 (2) Ⅰサムエル 7：1－15      

(3) Ⅰ歴 29：10－14 (4) イザヤ 6：13、7：14 

(5) 使 17：1、使 18：4、使 19：8  

 

 

일곱시대를 여는 주역(15) 

「RUTC 시대의 오해」 

(사 6:1-13) 

막강한 다윗과 솔로몬 시대 이후에 이스라엘 왕국은 

실패를 거듭했습니다. 그 결과 포로가 되었고 

해방되었으나 곧 로마의 속국이 되고 말았습니다. 

1. 렘넌트를 키우는 RUTC 시대에 대한 가치를 알지 

못했으며 준비를 하지 못했기 때문입니다. 

(1) 애 4:1-5 (2) 사 6:1-13 (3) 요 21:15-18  

2. 복음을 사랑하지 않는 자는 할 수 없는 일입니다. 

(1) 개인주의 (2) 개교회주의 (3) 교권주의 

3. 미래를 모르는 자는 할 수 없는 일입니다. 

(1) 마 24:1-25:46(2) 딤후 3:1-13, 딤후 3:14-17 

(3) 계 1:1-3, 계 12:1-9 

4. 사단 문화를 모르는 사람은 할 수 없는 일입니다. 

(1) 행 13:1-13, 행 16:16-18, 행 19:8-20 

(2) 롬 1:9-10, 행 19:21 (3) 롬 15:23 

5. 구원 받은 자만이 할 수 있는 일입니다. 

(1) 신 6:4-9 (2) 삼상 7:1-15  

(3) 대상 29:10-14 (4) 사 6:13, 사 7:14  

(5) 행 17:1, 행 18:4, 행 19:8 

 

 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。(4/9から午後2時)  

13.来週84/24)は復活感謝礼拝(イースター)で合同礼拝にします(10/30).復活信仰により 

 日本の復興に携われるよう祈りつつ感謝をもって備えましょう。食事会があります。 

 14.5/2-5,1次合宿(麻布福音教会),Team合宿(浜松イェウオン教会)があります。(ｱﾗﾑ) 

 15.張先生は専門合宿訓練中なのでお祈り願います。 

 1  16. 

17.  

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
橋本光一、小林真理、新田眞代、崔花郎、浅香年子、朴宰範、張替淳子 

大沢裕子、池田仁、淑子、由美、賢 

2. 感謝献金 : 朴宰範 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行‐岩槻-408-2716765-田中玲子) 大沢裕子、池田仁、池田淑子、由美、賢 

張替泰子、朴宰範、浅香年子、張替浩介 

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) 池田仁、淑子、由美、賢、大沢裕子、張替浩介 

張替淳子、栗田彰仁、朴宰範、崔花郎 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 池田仁、淑子、由美、賢、大沢裕子 

朴宰範、崔花郎、浅香年子 

○＃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： 

 

 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

この世のものではない 

ヨハネ18:33-38 

 

困難な時厳しい時こそ世に同化される

のでなく、私たちクリスチャンは世のもの

でないことを自覚しなければならない。 

 

１．基礎が違う 

 1)問題を見る目 

 2)人生の答え 

 3)すべての問題解決がスタート 

 

２．祝福の概念が違う 

 1)天の御国がその人のものだから 

 2)天にある霊的なすべての祝福を 

 3)聖充満と証人の約束 

 

３．人生の生き方が違う 

 1)まず神の国とその義とを 

 2)神の言葉に従い 

 3)祈りの祝福の中に 

 4)神の答えを拝見しつつ 

 

結論:唯一性の告白と確信 

   絶対的な自負心 

   伝道者の生活として新しくスタート 

ㅡ

쁨

  

이 세상에 속한 것이 아니라 

요18:33-38 

 

혼란하고 어려운 때 일수록 세상에 

동화되는 것이 아니라 우리가 세상에 

속하지 않았음을 알아야 한다. 

 

1. 기초가 다르다. 

 1) 문제보는 눈 

 2) 인생의 해답 

 3) 모든 문제해결이 시작 

 

2. 축복의 개념이 다르다. 

 1) 천국이 저희 것임이라 

 2) 하늘에 속한 모든 신령한 복 

 3) 성령충만과 증인의 약속 

 

3. 삶의 방법이 다르다. 

 1) 먼저 그의나라와 그의 의를 

 2) 하나님의 말씀을 따라 

 3) 기도의 비밀 안에서 

 4) 응답의 축복을 보며 

 

결론:유일성의 고백과 확신 

     절대적 자부심 

     삶을 점검해서 새롭게 시작 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(14) 
「社会福祉と伝道者の生活」 

(マタイ8：1－17) 

 

ユダヤ人たちが、福音を奪われた理由は

何でしょうか。日本の地に福音が0.3%にし

か至らない理由は何でしょうか。韓国の教

会が急増した理由は何でしょうか。 

 

1．イエス様は、一番先に貧しい者、病ん

でいる者、疎外されている者を探しました 
(1) マタイ 8：1－17 

(2) ガリラヤ （使 1：11） 

(3) ベタニヤ （マタイ 21：17、マルコ 11：

1、11－12、ルカ 19：29、ヨハネ 1：28、

11：1、18） 

 

2．福祉の働きは、伝道と宣教のもっとも

大きな畑であり、実際的な道です 
(1) 他宗教の戦略 

(2) 世界の後進国 

(3) 韓国内外の苦しみにあっている人々 

 

3．専門家の福祉の働きが、絶対に必要

です 
(1) うつ病、躁うつ病、自閉症、精神疾患 

（使 13：1－12）           

(2) 飢え渇いている専門家  

（使 10：1－45）      

(3) 備えられた専門家 （使 8：26－40） 

 

   OMC시대의전도자의삶(14) 
「사회 복지와 전도자의 삶」 

(마8:1-17) 
 

 

유대인들이 복음을 빼앗긴 이유가 

무엇일까요? 일본 땅에 복음이 

0.3%밖에 미치지 못한 이유가 

무엇일까요? 한국 교회가 급성장한 

이유가 무엇일까요?  

 

1. 예수님은 가장 먼저 가난한 자, 

병든 자 소외된 자를 찾으셨습니다. 

(1) 마8:1-17 

(2) 갈릴리(행1:11) 

(3) 베다니(마21:17, 막11:1, 11-12, 

눅19:29, 요1:28, 요11:1, 18)  

 

2. 복지 사역은 전도와 선교의 가장 

큰 밭이요 실제적인 길입니다.  

(1) 타종교 전략 

(2) 세계의 후진국  

(3) 국내외 어려움 당하는 사람들 

 

3. 전문인의 복지 사역이 절대 

필요합니다. 

(1) 우울증, 조울증, 자폐증, 

정신질환(행13:1-12) 

(2) 갈급한 전문인(행10:1-45) 

(3) 준비된 전문인(행8:26-40) 

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (14) 
「専門家と伝道者の生活」 

(ローマ 16：23) 

 

♣序論 

1．初代教会は、弱かったです  

（使 2：43－45、使 6：1－2） 

2．初代教会は、迫害の中にいました 

（1） 使 4：1－12 （2） 使 8：1－3   

（3） 使 9：1－15 

（4） 使 11：19   （5） 使 12：1－25   

3．初代教会は、少数の専門家が伝道者

を助けました （ローマ 16：1-27） 

 

♣本論 - 彼らは、どのような生活を生きた

でしょうか 

1．唯一性の人々でした 
(1) 唯一性を持った者 （使 1：1、3、8） 

(2) 唯一性を味わった者 （使 2：1-47） 

(3) 唯一性の伝達者  

（使 9：1-43、10：1-45） 

 

2．動機、人気、景気に惑わされませんで

した 
(1) 使 1：14 

(2) 使 6：7 

(3) 使 11：19 

 

3．神様の前に立った者たちでした 
(1) 使 4：29-31 

(2) 使 9：15、19：21 （23：11、27：24） 

(3) ローマ 16：1-27 

   

♣結論 - 神様の時刻表が彼らの中にあり

ました 

1．使 1：1-11    2．Ⅲヨハネ 1：2    

3．ローマ 16：23 

 

 RUTC시대의 전도자의 삶(14) 

「전문인과 전도자의 삶」 

(롬16:23) 
 

♣ 서론  

1. 초대교회는 연약했습니다.(행2:43-45, 

행6:1-2)  

2. 초대교회는 핍박 속에 있었습니다. 

 (1) 행4:1-12 (2) 행8:1-3 (3) 행9:1-15  

(4) 행11:19 (5) 행12:1-25  

3. 초대교회는 전문인 소수가 전도자를 

도왔습니다.(롬16:1-27)  

 

♣ 본론 - 그들은 어떤 삶을 살았을까요?  

1. 유일성의 사람들이었습니다. 

(1) 유일성 가진 자(행1:1, 3, 8) 

(2) 유일성을 누린 자(행2:1-47) 

(3) 유일성 전달자(행9:1-43, 10:1-45)  

 

2. 동기, 인기, 경기에 유혹되지 

않았습니다. 

(1) 행1:14 

(2) 행6:7 

(3) 행11:19  

 

3. 하나님 앞에 선 자들이었습니다. 

(1) 행4:29-31 

(2) 행9:15, 19:21(23:11, 27:24) 

(3) 롬16:1-27 

 

♣ 결론 - 하나님의 시간표가 그들 속에 

있었습니다. 

 

1. 행1:1-11 2. 요삼1:2 3. 롬16:23  

 

現場を変える「契約の祈り」 

（ローマ14:17-18） 

なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による 

喜びだからです。このようにキリストに仕える人は、神に喜ばれ、 

また人々にも認められるのです。 

 

よみがえって、天の御座におられ、今も聖霊ですべての信徒とともにおられ 

すべての国を治め、働いておられる神様に感謝をささげます。 

主のまことの恵みが臨む祝福の日になるように、契約を逃さないようにさせてく

ださい。 

聖霊にあって、私たちの霊的な問題が解決するようにしてくださり、 

全世界を生かす神様の祝福の門が開かれますように。 

聖霊にあって、生活を学ぶことができますように。 

聖霊にあって、機能を学ぶことができますように。 

神様の祝福を悟らせてくださって、家系の霊的な問題が解決しますように。 

個人の問題も解決して、貧しさの問題も解決しますように。 

人間の根本問題を解決してくださったキリストの奥義を知って、主に従わせてく

ださい。 

そして、どんな問題でも解決される神様の奥義が今からはじまりますように。 

悲しんでいる者に答えを与えてくださって、福音を伝える者に答えを与えて 

ください。 

神様の答えをたしかに味わって、証拠とすることができるように門を開いて 

ください。 

たしかに神様の子どもなので、答えを受けることができない理由を 

見つけ出させてくださって、神様の答えを受けるべきなのに、 

失敗に陥ってしまう理由を見つけ出させてください。 

暗やみの勢力を打ち砕かれたキリストの契約を握る答えの時間になることを祈り

ます。 

 

全国と世界の大学に散らされている留学生が、言語と文化と民族の問題ゆえに 

 困難にあっていて、実際に本人にやってくる霊的問題ゆえに苦しんでいます。 

なにによっても解決することができない問題で苦しんでいることを 

主がご存じですから、彼らにすみやかに主の福音をあかしすることが 

できるように、私たちに力をください。 

神様の力が全世界にあかしされる祝福の門を開いてくださいますように。 

救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 
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失敗の裏に(ヨハネ18:25-27)     
  大震災を通して、いろいろなことを考えさせられているでしょうが、ク

リスチャンである私たちは、今、神様が訴えておられる声を聞かなければな

りません。日本は戦後、人々の努力によって復興をとげ、経済も成長して安

定した裕福な国になっていましたが、その中で国のことを真剣に考える人々

がいなくなってきたように思えます。今、そのことに気付き、この大震災を

きっかけに、特に若いクリスチャンが日本を胸に抱き、なにが日本に必要な

のかを神様の前で考え、祈り、決断するときではないでしょうか。神様は日

本を用いて世界を生かそうとされています。生活を維持するレベルに閉じ込

められていず、傷や違いなどすべてを乗り越える福音を伝えて行く福音宣教

のために祈りましょう。 

 そのように決意して、心から祈りをはじめると神様のわざが行われるはず

ですが、サタンも邪魔をします。今日の聖書箇所を見ると、イエスをキリス

トとして告白して、すべてを捨てて従っていたペテロが、ものすごい失敗す

る場面が出て来ます。使命を持って伝道者として歩もうとしていたペテロで

すが、自分の考えではそうしたくなかったのに、失敗をしてしまったのです。

しかし、ここで終わったのではありません。ペテロがそうであったように、

日本の国を生かす伝道者の失敗は裏に大きな神様の祝福があることを知りま

しょう。 

 まず、失敗は自分の持っている良いものでうまくいくのではなく、自分は

だめだということに気づき、自分から本当に解放され、自由になる機会なの

です。自分がなにかがんばればできるという思想がありますが、それが失敗

して崩れ、自分の力や持っているもので生きて行くのでも、成功を手に入れ

るのでもないことに気づくことができます。自分の意地では絶対に限界にぶ

つかります。長所もありますが、それが頼りになることもありませんし、反

対に短所があっても、挫折したり絶望したりする必要もないのです。自分の

持っているものでは頼れないのですから、失望も不要です。そのようにして、

すべての言いわけを取り除き、自分から自由になりましょう。 

 自分ではどうしようもないと完全に自分に失望するとき、神様の恵みに中

心を持って行くことができます。「あぁ、だからキリストでなければならない」

「だから、キリストが十字架で死なれたのだ」と、キリストのみが中心にな

るようになります。そのときに、１つ浮かんでくるのが、だから聖霊の満た

しを約束してくださったということで、それが分かると、神様の力によって

生きるために祈るようになるのです。そして、自分が作り上げるのではなく、

神の国が臨むことに希望があると分かるようになります。神様は失敗を通し

て、このように神様の恵みに引っぱって行かれ、人生の中心をキリストに移

すことを願われるのです。 

 このように神様の恵みを味わうように中心を持って行くと、人を助けて仕

える人になることができます。痛みを知る人は、痛んでいる人を助けられま

す。自分が失敗したので、他の人を理解して、批判したり無視したり罪に定

めるのではなく、常に機会として受け止めるようになります。このように、

失敗は神様が神様の恵みの世界に導くようにさせるために与えられることな

のです。 

 ですから、まず、私たちは恵みの福音を深く黙想するようにしましょう。

自分の内にある福音ではない思想を否定し、捨てながら整理していきましょ

う。律法、道徳、比較、宗教はすべて恵みではありません。そのような基準

をすべて越えて恵みの福音があります。自分が抱えている弱さに気づき、そ

れに向き合って最高の機会にしましょう。弱さは神様の祝福に気づく宝です。

霊的な目が開かれ、失敗の中にある神様の恵みを見て、弱さが最高の機会と

なるようにお祈りします。 

 

    

 


