
 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)9 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.24 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)155,178 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 佐々木洋朗長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ヨハネ20:17-23 

Ⅱ部:창47:7-12 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:明確にまた新しく 

Ⅱ部: 몸에 배인정체성 

………… 
 

張 寅 相牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)209,502 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/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:新田真代、박현숙 
 

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 (21) 

「伝道の始まりとすべての答え」 

（マルコ 3：13－15） 

 

1．始まりが正しければ、必ず成功すること

ができます 
(1) 神様の計画を探すことが重要です 

 ① 時代  ② 環境  ③ みことば 

(2) 進行の方法と時刻表（タイミング）が聖霊

の導きを受けると、間違ったことは、 

もっと良いものとして悟るようになります  

（ヨハネ 14：16－17） 

(3) 当然なこと、必要なこと、絶対的なことの

順番で探してみると、必ず勝利するように 

なります 

 

2．未自立教会、開拓教会、地教会の始ま

りは、もっと重要で、もっと大きな答えが 

備えられています 
(1) 正しい始まりとともに、まずすることがあり

ます。今までしたことがずべてを左右します 

① 使 19：8－9の始まり準備 

② ローマ 1：9－10の弟子準備 

③ ローマ 16：25－27キャンプ準備 

(2) この時、100年の答えと時代の答えが必

ず与えられます 

 

3．伝道者は、必ず勝利することができて、

勝利しなくても、神様の大きな祝福は必ず

与えられます 
(1) マタイ 4：19 

(2) マルコ 3：13－15 

(3) マタイ 28：16－20 

(4) マルコ 16：15－20 

(5) 使 1：1－8 

※ この祝福を探して、学業、職業、事業を味

わうと、その結果は神様がなさいます 

 

일곱시대를 여는 주역(21) 

「전도의 시작과 모든 응답」 

(막3:13-15) 

 

1. 시작이 바르면 반드시 성공할 수 

있습니다. 
(1) 하나님의 계획을 찾는 것이 중요합니다. 

① 시대 ② 환경 ③ 말씀 

(2) 진행 방법과 시간표(타이밍)가 성령의 

인도를 받으면 틀린 것은 더 좋은 것으로 

깨닫게 됩니다.(14:16-17) 

(3) 당연한 것, 꼭 필요한 것, 절대적인 것

의 순서를 찾으면 반드시 승리하게 됩니다.  

2. 미자립교회, 개척교회, 지교회의 시

작은 더 중요하며 더 큰 응답이 예비 

되어 있습니다.  

(1) 올바른 시작과 함께 먼저 할 것이 

있습니다. 이전에 한 것이 모든 것을 좌

우합니다.  

① 행19:8-9 시작 준비  

② 롬1:9-10 제자 준비 

③ 롬16:25-27 캠프 준비  

(2) 이 때에 100년의 응답과 시대의 응

답이 반드시 다가옵니다.  

 

3. 전도자는 반드시 승리할 수 있으며 

승리가 없어도 하나님의 큰 축복은 반

드시 오게 됩니다. 
(1) 마4:19 

(2) 막3:13-15 

(3) 마28:16-20 

(4) 막16:15-20 

(5) 행1:1-8  

※ 이 축복을 찾아 학업, 직업, 사업을 

누리면 그 결과는 하나님께서 하시게 됩

니다.  

 
 

 

 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 : 新田眞代、権ハンナ、李仁順、入谷昭平、倉敷教会、新田ことみ、無名１ 

2. 感謝献金 :  

3. 宣教献金 : (足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 李仁順、栗田彰仁、倉敷教会 

4. 特別献金 : 地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(長瀬玲子) 

 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) 張替泰子、倉敷教会 

7. 建築献金 : (武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 李仁順、権ハンナ、倉敷教会 

○＃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： 

 

 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

明確に、新しく 

ヨハネ20:17-23 

すべてを成し遂げられて復活なさったイ

エス様の言葉の重みは計り知れない。 

 

１．抵抗できない救いの確信 

 1)わたしの父またあなたがたの父… 

 2)死からいのちに移っている 

 3)最高の祝福の身分 

 4)疑いと自分の基準を捨て 

 

２．現実に勝てる勝利の確信 

 1)平安があなたがたにあるように 

 2)問題ない(とらわれないように) 

 3)共におられるから 

 4)すべてを働かせて益にするから 

 

３．世を勝ち取る使命の確信 

 1)わたしもあなたがたを遣わします。 

 2)視線を世に向けて(テーマ―:使命) 

 3)聖霊を受けなさい 

4)世を任される 

 

結論:現場を宣教地に 

    とらわれているものを絶って 

    中心に伝道を入れて 

ㅡ

쁨

  

분명하고 새롭게 

요20:17-23 

모든 것을 이루시고 부활하신 예수님 

의 말씀의 무게는 측량할 수 없다. 

 

1. 저항할 수 없는 구원의 확신 

 1) 내 아버지 곧 너희 아버지… 

 2) 사망에서 생명으로 

 3) 최고 축복의 신분 

 4) 의심과 내 기준을 버리고 

 

2. 현실을 이기는 승리의 확신 

 1) 평강이 있을지어다 

 2) 문제 될 것 없다(매이지 마라) 

 3) 함께 하시기에 

 4) 합력하여 선을 이루기에 

 

3. 세상 정복할 사명의 확신 

 1) 너희를 보내노라  

 2) 시선을 세상으로(주제:사명)  

 3) 성령을 받으라 

 4) 세상을 맡기심 

 

결론:현장을 선교지로 

     매인 것을 끊고 

     중심에 전도를 담자 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(20) 
「塾、私教育分野」 

(Ⅰサムエル16：1－13) 

 

 

1．学校教育の重要性 （ピリピ 3：1－20） 

(1) キリキヤのタルソ出身 

(2) ガマリエルの弟子 

(3) パリサイ教育 

(4) 律法学者 

(5) ローマ市民権を持つ者 

 

2．塾、私教育の重要性 

(1) Ⅰサムエル 16：1－13 

(2) Ⅱ列 2：1－11  

(3) Ⅱ列 6：8－23 

(4) イザヤ 6：13、7：14、60：1－2、

62：6－12  

(3) Ⅱテモテ 2：1－7 

 

3．伝道者の生活と RUTC戦略 

(1) 学校の戦略 

(2) 専門家の戦略 

(3) 実際の集まり 

 

   OMC시대의전도자의삶(20) 
「학원, 사교육 분야 」 

(삼상16:1-13) 

 

1. 학교 교육의 중요성(빌3:1-20) 

(1) 길리기아 다소 출신 

(2) 가말리엘 제자 

(3) 바리새 교육 

(4) 율법학자  

(5) 로마시민권자  

 

2. 학원, 사교육의 중요성 

(1) 삼상16:1-13 

(2) 왕하2:1-11 

(3) 왕하6:8-23 

(4) 사6:13, 7:14, 60:1-2, 62:6-12 

(5) 딤후2:1-7 

 

 

3. 전도자의 삶과 RUTC 전략 

(1) 학교 전략(행17:1, 18:4, 19:8)  

(2) 전문인 전략 

(3) 실제 모임  

 

 

  
 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (20) 
「伝道者の生活といやし」 

(使 2：17) 

 

1．信じる者、伝道者、牧会者に与えら

れた祝福をまず知らなければなりませ

ん 

(1) マルコ 3：13－15 

(2) ルカ 10：19 

(3) ピリピ 3：21 

(4) Ⅰペテロ 2：9 

 

2．集中いやし － キリストの恵みと力

を体験することは、地球上で最高の答

えです 

(1) 使 3：1－12 

(2) 使 8：4－8 

(3) 使 13：1－12 

(4) 使 16：16－18 

(3) 使 19：8－20 

 

3．集中伝道 － 全体の中に隠された、

救われる者の中に神様のずべての計画

が隠されています 

(1) 一つの国 （使 19：21） 

(2) 一つの地域 （使 19：8－20） 

(3) 一つの現場 （使 8：4－8） 

 

 RUTC시대의 전도자의 삶(20) 

「전도자의 삶과 치유」 

(행2:17) 
 

1. 믿는 자, 전도자, 목회자에게 주어진 

축복을 먼저 알아야 합니다. 

(1) 막3:13-15  

(2) 눅10:19  

(3) 빌3:21 

(4) 벧전2:9  
 

 

2. 집중 치유 - 그리스도의 은혜와 능력을 

체험하는 것은 지구상에서 최고의 

응답입니다.  

(1) 행3:1-12  

(2) 행8:4-8 

(3) 행13:1-12 

(4) 행16:16-18 

(5) 행19:8-20 
 

 

3. 집중 전도 - 전체 속에 숨겨진 구원 

받을 자 속에 하나님의 모든 계획이  

숨겨져 있습니다.  

(1) 한 국가 (행19:21) 

(2) 한 지역 (행19:8-20) 

(3) 한 현장 (행8:4-8)  
 

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 

 

 



2011年5月22日 1部礼拝 

なぜ泣いて誰を探すのか(ヨハネ20:11-16)     
   確実に死んでお墓の中に葬られたイエス様が、死の力を打ち破って復活

されました。どのような理論も常識も、科学的根拠もあてはまらない、ありえな

いことが起きたのです。この復活を前にして、私たちが今まで持っていたすべて

の枠が崩れてしまう祝福を味わいましょう。 

 今日の聖書では、マリヤがイエス様の死体に香油を塗ろうと思ってお墓に行っ

たところ、イエス様の死体がなくなっていたので、悲しんで泣いていました。そ

こにイエス様が現れて「なぜ泣いているのか。だれを探しているのか」と聞かれ

たのですが、マリヤはイエス様だとは気づきませんでした。そこで、イエス様が

「マリヤ」と呼ばれ、やっとマリヤはそれがイエス様だと気づいて「ラボニ」（主

よ）と呼んだのでした。復活が分からないと、マリヤのように泣くしかなく、イ

エス様を探すしかありません。そのように泣いてさまよっている全人類に向かっ

て、イエス様は「なぜ泣いているのか。だれを探しているのか」と問われていま

す。今日、この声を自分に向けられたこととして聞きましょう。 

 イエス様は「なぜ泣いているのか」と問われました。私たちには、人生の中で

泣いたり悲しんだりすることにたくさん出会います。常識的な枠で見ると、泣い

たり悲しんだりして当然だと思うのですが、今日、イエス様は「もう悲しむのは

やめなさい」とおっしゃるのです。ありえない復活が起きたので、今までの何か

に捕らわれて悲しむ必要はないのです。また、復活が分かっていないと、憎んで

恨むしかないと思うことも、復活されたので「もう恨むのはやめなさい」と言わ

れます。だれかのせいでも、なにかのせいでもありません。世の中のルールや枠

では当たり前のことでも、過去に捕らわれて自分をいじめる必要は、ないのです。

また、人生には不安や恐れるしかないことがたくさんあります。しかし、死の恐

怖にすら打ち勝って復活されたので、「もう恐れるのはやめなさい」と言われます。

イエスの復活を知るまでの、以前の枠、基準をすべて捨ててしまいましょう。そ

の枠や基準にあてはまらない復活が起きてしまったのです。 

 そして、イエス様は「だれを探しているのか」と言われました。これは、復活

が分からなくて、イエス様をお墓の中で探しているので、「あなたが思っているよ

うに、死んで横たわったまま、動けないイエスではない」と言われたのです。多

くの人が、イエス様を信じると言いながら誤解したり、勘違いしています。イエ

ス様は復活された、死の力に捕えられることのない、神様ご自身であり、すべて

の問題を葬ることができるお方です。すべてを完了され、今は神様の右の座にお

られ、聖霊を通して世界福音化をしておられる勝利の主、万軍の王です。イエス

様をどんな方だと思っているのでしょうか。 

 また、マリヤはイエスがどこかに盗まれたかと思って探していましたが、イエ

ス様はどこかに行ってしまわれたのでも、隠れておられるのでもなく、すぐそば

におられました。これ以上、イエス様を探し求めるのはやめましょう。すでにあ

なたとともにいると言われています。多くのクリスチャンが、問題があると問題

ばかりを見つめて、イエス様がいなくなるかのように思い、イエス様を自分勝手

に制限しています。イエス様は、どんな問題、過去、事がら、人によっても制限

されない、すべてにまさる大いなる方であり、いつもともにおられます。もう人

生の答えや問題の解決を求めてあちこちに行くのはやめましょう。イエス様を制

限しないようにしましょう。 

 マリヤは、自分の名前を呼ばれてそれがイエス様だとわかったときに、悲しみ

も涙も、探し求めることも終わって、「ラボニ」と言いました。それは「あぁ、知

らなかった。イエス様は生きておられともにおられる」という告白です。勘違い

していた。もう泣いたり悲しむ必要はないのだということです。これからの課題

はただひとつ、信仰をもって復活のイエスを存分に味わうことだけです。それが

「ラボニ」という告白です。復活のイエスを見上げ、まちがいなく本当にイエス

はキリストであることを味わうのです。人生のすべての問題を未来にまで解決さ

れたイエスはキリストです。聖霊が働かれ、神様の祝福を味わい、サタンののろ

いが打ちこわされたのを味わうことができます。すでにイエスは勝利されたので、

それを持って戦うのです。霊的な戦いはすでに勝利した戦いなのであきらめる必

要はありません。今も、いつも、いつまでも、勝利のイエス様がともにいて同行

してくださるので、それを味わうのです。 

 サタンは、今もいろいろなことを通して、イエスが見えないように邪魔をしま

す。基準や枠を利用して邪魔をするので、自分の枠を見つけて捨ててしまいまし

ょう。また、イエス様ゆえに笑うときを持ちましょう。どんな状況でも先に状況

を見るのではなく「ラボニ」と告白しましょう。復活のイエスの証拠が実際に現

れるようになることをお祈りします。 

 

 


