
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 06/26-30(d)(06/28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。 
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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 ………… 詩編1：2-3 ………… 司  会  者 

   賛    美 ………… (讃)28 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.23 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)102,82 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 鄭海寅長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ヨハネ20:11-16 

Ⅱ部:창46:1-4 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:なぜ泣いているのか 

Ⅱ部: 애급에 간 이스라엘 

………… 
 

張 寅 相牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)150,445 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 小嶋美智子/하오신 ………… 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:佐々木洋朗長老 

献金:大竹昌枝、전미란 
 

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 (20) 

「テモテの祈りと受けた答え 」 

（Ⅱテモテ 2：1－7） 

 

 

1．家庭から三つのことを探し出しました 

（Ⅱテモテ 1：1－5） 

(1) 家族のまことの信仰と祈り  

(2) テモテの涙 

(3) その涙を知る伝道者（パウロ）との関係  

 

 

 

2．どうように現場、私、家庭、世界を変える

ことができますか 
(1) 一回だけ体験すればいいです  

（Ⅱテモテ 2：1） 

① キリストを体験  

② 恵みを体験  

③ 力を体験 

(2) 長期的に持続する祈り、伝道、みことばを

探し出さなければなりません 

① 兵士 （Ⅱテモテ 2：3－4） 

② 競技する者 （Ⅱテモテ 2：5） 

③ 農夫 （Ⅱテモテ 2：6）  

(3) 正しい伝道を悟ると、すべての門が開か

れるようになります （Ⅱテモテ 2：7） 

 

 

 

3．勝つ具体的な方法が二つあります。探し

て読んでみましょう 

(1) Ⅱテモテ 3：14－17 

(2) Ⅱテモテ 4：1－5 

 

 

일곱시대를 여는 주역(20) 

「디모데의 기도와 받은 응답」 

(딤후2:1-7) 

 

1. 가정에서 세 가지를 찾아냈습니

다.(딤후1:1-5) 

(1) 가족의 참 신앙과 기도 

(2) 디모데의 눈물  

(3) 그 눈물을 아는 전도자(바울)와

의 관계  

 

 

2. 어떻게 현장, 나, 가정, 세계를 변

화시킬 수 있습니까?  

(1) 한번만 체험하면 됩니다. 

(딤후2:1) 

① 그리스도 체험  

② 은혜 체험 

③ 능력 체험  

(2) 장기적으로 지속할 기도, 전도, 

말씀을 찾아야 합니다.  

① 군사(딤후2:3-4) 

② 경기하는 자(딤후2:5) 

③ 농부(딤후2:6)  

(3) 올바른 전도 깨달으면 모든 문

이 다 열리게 됩니다.(딤후2:7) 
 

 

3. 이기는 구체적은 방법 두 가지가 

있습니다. 찾아서 읽어 봅시다. 

(1) 딤후3:14-17 

(2) 딤후4:1-5  

 

  
 

 

 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-中国、   

功治-ﾌｨﾘﾌｨﾝ、さやか、愛隣、聖汗-韓国、美幸-北海道、大川内晋-大阪、直生、侑生、

愛、望-倉敷) 

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。(土曜の午後2時)  

13.   13.世界RT大会(8/1-3),リーダ(7/27-30)の申し込みが始まりました。早めに申し込みましょ

    う(締切:5/30)-場所(韓国Pusan)気を小さくしないで前を向きましょう。 

 14.世界宣教大会のため祈り、献金しましょう(7/19-23)。 

 15.礼拝のメッセージ全文打ち出しが教会のサイトに載ってあります(メッセージ予約版) 

 1  1  16.  

 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
権ハンナ、橋本光一、石井幸子、李希永、金吉秀、栗田彰仁、小嶋美智子 

池田仁、大沢裕子 

2. 感謝献金 : 権ハンナ 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 権ハンナ、人見菜穂子、小嶋美智子、金吉秀 

池田仁、大沢裕子 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC() 

 5. OMC 献金 :    （三菱東京UFJ 千葉中央支店 5011536 張替泰子） 

6. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相) 金吉秀、小嶋美智子、池田仁、淑子、由美、賢 

大沢裕子 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子)権ハンナ、 金吉秀、小嶋美智子、池田

仁、淑子、由美、賢、大沢裕子 

○＃祝福あれば、OMCメンバーに！(会費:1万/月)―張替泰子まで 

主の名により歓迎いたします：안예지 

 

 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

なぜ泣いて誰を探すのか 

ヨハネ20:11-16 

絶対あり得ないこと、イエスが復活なさ

った。以前のすべての枠が崩れ落ちる

出来事であった。 

 

１．なぜ泣いているのか 

 1)もう悲しむのはやめて 

 2)もう恨むのはやめて 

 3)もう恐れるのはやめて 

 4)以前の枠を捨てなさい 

 

２．誰を探してるのか 

 1)なぜお墓の中で 

 2)もう探し求めるのはやめて 

 3)どんな過去、問題、事柄、人でも 

 4)イエスを制限しないように 

 

３．ラボニ！ 

 1)今生きておられいつも共に 

 2)信仰をもって存分に味わい 

 3)イエスがキリストであることを 

4)イエスの勝利と同行を 

 

結論:崩すべき枠を見つけましょう 

  イエス様のゆえに笑う時を持とう 

  ラボニしましょう 

ㅡ

쁨

  

어찌 울며 누굴 찾느냐? 

요20:11-16 

절대 있을 수 없는 일,예수님이 부활 

하셨다.이전의 모든 틀이 무너지는 사 

건이다. 

 

1. 어찌하여 우느냐?  

 1) 이제 그만 슬퍼하고 

 2) 이제 그만 원망하고 

 3) 이제 그만 두려워하고 

 4) 이전에 틀을 버리라 

 

2. 누구를 찾느냐? 

 1) 왜 무덤에서 

 2) 이제 그만 방황하고 

 3) 어떤 문제,사건,사람이라도 

 4) 예수를 제한마라 

 

3. 랍오니여 

 1) 이제 살아계셔 늘 함께  

 2) 믿음으로 마음껏 누리고  

 3) 예수님이 그리스도이심을 

 4) 예수님의 승리와 동행을 

 

결론:무너뜨려야 할 틀을 찾자 

    예수님 때문에 웃는 시간을 

    랍오니여 합시다 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(19) 
「医療関係者ルカ」 

(使1：1－8) 

 

1．地上最高の答えを味わった医者ルカ 
(1) 使 1：1、3、8の記録 

(2) 初代教会の誕生 （使 2：1－47） 

(3) 最初の権威を使用（使 3：1－12）、使 4：12 

(4) 使 8：4－8、使 13：1－12、使 19：8－20 

(5) 使 1：14、使 11：19、使 13：1、使 16：6－

10、使 19：21、使 28：30－31 

 

2．医者ルカはだれですか 
(1) 医療成功者 （使 1：1） 

(2) 時代の伝道者 （使 1：1）  

(3) 時代の宣教同伴者 （使 1：1） 

 

3．大変であるけれども、重要な医療関係

者たちは、これから何をしなければなりま

せんか 
(1)人生、家庭の現実を乗り越える福音の祝福 

(2)教会の現実を乗り越える力の福音の味わい 

(3)世の現実を乗り越える答えの福音の味わい 

 

4．医者よりもっと福音を伝えられるよい条

件の人々が、医者の周りにいる医療関係

者です 

 

 

   OMC시대의전도자의삶(19) 
「의료인 누가」 

(행1:1-8) 

 

1. 지상 최고의 응답을 누린 의사 

누가 

(1) 행1:1, 3, 8의 기록 

(2) 초대 교회 탄생(행2:1-47) 

(3) 첫 권세 사용(행3:1-12), 행4:12 

(4) 행8:4-8, 행13:1-12, 행19:8-20  

(5) 행1:14, 행11:19, 행13:1, 

행16:6-10, 행19:21, 행28:30-31  

 

2. 의사 누가는 누구입니까? 

(1) 의료 성공자(행1:1) 

(2) 시대의 전도자(행1:1) 

(3) 시대의 선교 동반자(행1:1)  

 

3. 힘들지만 그러나 중요한 

의료인들은 앞으로 무엇을 해야 

할까요? 
(1) 인생, 가정 현실을 넘어서는 복음의 

축복 

(2) 교회 현실을 넘어서는 능력의 복음 

누림 

(3) 세상 현실을 넘어서는 응답의 복음 

누림  

 

4. 의사보다 더 복음 전하기 좋은 

조건의 사람들이 의사 주위에 있는  

의료 종사자들입니다.  

  

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (19) 
「伝道者の生活といやし」 

(使 2：17) 

 

1．初代教会は、いやされなければなら

ない人々だけが集まっていました 

(1)無知 (使 1：11） 

(2)貧しさ(使 2：43－45、使 6：1－2）  

(3)無能 （使 1：12） 

 

2．集中訓練と奇跡をまず見なければな

りません 

(1)自分を変えさせることがもっとも大

きい奇跡です 

① 使 1：1  

② 使 1：3  

③ 使 1：8 

(2) 使 1：14 

(3) 使 2：42 

 

3．正しい福音の体験は、一回で永遠に

持続されます 

(1) 使 3：1－12 

(2) 使 4：29－31 

(3) 使 6：1－7 

(4) 使 7：54－60 

(5) 使 12：1－25 

(6) 使 19：1－7 

(7) 使 28：30－31 

 

 RUTC시대의 전도자의 삶(19) 

「전도자의 삶과 치유」 

(행2:17) 
 

1. 초대 교회는 치유 되어야 할 사람들만 

모여 있었습니다. 

(1) 무식(행1:11)  

(2) 가난(행2:43-45, 행6:1-2)  

(3) 무능(행1:12)  

 

 

2. 집중 훈련과 기적을 먼저 보아야 합니다.  

(1) 나를 변화 시키는 것이 가장 큰 

기적입니다. 

① 행1:1  

② 행1:3 

③ 행1:8 

(2) 행1:14 

(3) 행2:42  

 

 

 

3. 올바른 복음 체험은 한번으로 영원히 

지속됩니다. 

(1) 행3:1-12  

(2) 행4:29-31  

(3) 행6:1-7  

(4) 행7:54-60  

(5) 행12:1-25  

(6) 행19:1-7  

(7) 행28:30-31  

 

現場を変える「契約の祈り」 

（使徒1:8） 

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。 

 

全能なる神様、私たちのいのちも治めておられる主よ！ 

今、この時間に私たちの信仰を神様の前にもう一度、整えます。 

多くの人々が自分の動機と利益を追って働いていて、多くの人々が自分の弟子を

作って自分に益になることのためにがんばって、もがいて、失敗していますが、

ただ福音のためにすべてのことを譲って、また、伝道者を集めて福音を伝える

ことに私たちの時間をささげさせてくださることを感謝します。 

私たちが神様の力を受けることを怠けないようにさせてくださり、主がいちばん

願っておられるところに中心をささげるまことの知恵を与えてください。 

 

主のしもべたちを祝福してくださり、ヨセフのように聖霊の感動を受けた事業家

が出てきて、聖霊の感動を受けた公務員が出てきて、聖霊の感動を受けた教育

者が出てきて神様の知恵を受けることができるように恵みを増し加えてくださ

い。 

私たちの民族を生かすまことの福音運動が始まりますように。 

神様の力が与えられ、霊的な権威が回復しますように。 

マルコの屋上の間に臨んだ主の聖霊が、今、この時間に働いてください。 

エペソにローマに、コルネリオの家庭に働かれた聖霊に満たされる働きが、産業

に働いてくださり、行くすべての現場ごとに働いてくださいますように。 

そして、神様のまことの証拠であるイエスがキリストであることをあかしする証

人にならせてください。 

主よ。力ある御手をあげて、私たちがどれほど祝福された者であるかを確認させ

てください。完全に主の御前にひざまずいて神様の力で民族を生かす尊い契約

を持った働き人に、両手を上げて祝福してくださいますように願います。 

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 
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すでに死んでおられるのを認め(ヨハネ19:31-42)     
   なぜイエス・キリストは死ななければならなかったのでしょうか。

特に今日の聖書箇所では、死ななければならなかったことが強調されてい

ます。イエス様の十字架の死と自分とが、なんの関係もないのは、とても

残念なことで、かわいそうであり、また、おかしいことになります。イエ

ス様の死と自分とが結びつくときに暗やみから解放され、光の人生のとび

らが開かれるようになるはずです。 

 今日の聖書を見ると、十字架につけられた日が安息日の備えの日でした

が、当時のユダヤ人たちは安息日には死体が十字架にあってはならないと

していたので、その日のうちに十字架の上の人を殺す処置をしたのでし

た。十字架刑というのは、すぐに死なない刑罰なので、イエス様以外の2

人は生きていたので、すねを折って殺したのです。しかし、イエス様のと

ころに来たら、すでに死んでおられたので、すねを折りませんでした。そ

こで、兵隊の一人がわき腹を槍で突き刺したところ、血と水が出てきたの

でした。つまり、イエス様は完全に死んでおられたという証拠です。その

あと、アリマタヤのヨセフが、イエス様をお墓におさめたということも、

イエス様は本当に死んでおられたということです。 

 イエス様は本当に死なれました。イエス様は、死なれなければならなか

ったのです。その理由は、死ぬことだけが罪の問題の解決の唯一の道であ

り、方法だったからです。罪から来る報酬は死です（ローマ6:23）と書い

てあるように、人間の罪は、罪のないメシヤが死ぬしか解決法はありませ

ん。血を注ぎ出すことがなければ罪の赦しはない（ヘブル9:22）と言われ

ていますが、「血を注ぎ出すこと」は「死」を意味するのです。多くの人々

が罪を軽く考えて、人間のなにかで解決できるかと思うのですが、人間の

罪はそのように簡単なものではなく、罪のないメシヤが私たちの代わりに

死んでくださるしか解決しないのです。それは、最初から最後まで聖書で

語られています。最初にアダムが罪を犯して、自分たちなりにイチジクの

葉で覆って隠そうとしたのですが、そういうことでは解決しないと、神様

が羊を殺して血を流して皮の衣を作ってくださり、罪の解決はメシヤが死

ぬしかないことを教えられたのでした。女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く

が、そのときにかかとにかみつかれて血を流して死ぬ、それだけが罪の赦

しであると言われ、イスラエルの民はずっと羊を殺していました。十字架

でイエス様が死んでくださることによって、そのすべて完成してくださっ

たのでした。 

 では、もしイエス様が死ななかったら、どうなっているでしょうか。イ

エス様の死がなければ、救いはただの空想話になり、私たちは、いまだに

罪とのろいの中で、サタンの手につかまったまま、神様の御怒りを受ける

べき子のままでいなければなりません。どんなに良い人、良い行いをして

も、なにをしても、さばかれて地獄に行くしかない人生なのです。ですか

ら、イエス様は必ず死ななければなりませんでした。 

 そして、まちがいなくイエス様は死なれました。それゆえ、だれでも主

の御名を呼びさえすれば救われるようになったのです。御名を呼べば、滅

びる運命の過去は十字架とともに死んで葬られ、消えます。そして、イエ

スの御名を呼べば、神様との間の幕が裂かれて、神様の祝福が流れるよう

になったので、神様の御前に出ることができ、神様のすべてが私のものに

なります。滅びの過去ではなく、神様との生きた新しい道が開かれ、新し

い人生が始まります。もう他のことは気にする必要はなく、ただ、イエス

様の死によって、過去は消え、新しい道が開かれて祝福が自分のものにな

っていることに集中しましょう。そして、救いとその祝福を思う存分に喜

び楽しみ、味わいましょう。 

 イエス様の死は、どんな悩みや問題よりも大きな祝福です。自分の過去

をすべてイエス様のお墓の中に葬ってしまいましょう。そして、疑わずに

大胆に、神様の祝福を味わい、思い切り神様と交わり、喜ぶ時間を持つよ

うにしましょう。そのように祝福を味わい、いまだにその祝福を知らない

ゆえに、疲れて重荷を負っている人たちに、イエス様の御名を呼ぶ祝福を

伝えるようにしましょう。 

 

 


