
 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)14 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.25 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)98,101 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 池田仁長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ヨハネ20:24-31 

Ⅱ部:창47:27-31 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:信じる者になりなさい 

Ⅱ部: 결론난 인생 

………… 
 

張 寅 相牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)344,492 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 新田眞代/박현숙 ………… 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:栗田渡長老 

献金:石井幸子、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 (22) 

「文化に目を開いた初代教会」 

(使 2：9-11) 
1．初代教会は、聖霊の感動によって、文化

の目を開く祝福を味わいました (使 2：17)  

(1) 時代の数千年前を進む祝福を味わいま

した ユダヤ人は、選民思想で自分の民族だ

けを考えた時、初代教会は世界福音化を見

る目を持っていた人々でした (使 1：8)  

(2) 宗教、儀式から逃れて、現場福音運動を

起こした教会でした 

(使 2：46－47、使 5：42)  

2．文化に目を開いた人は、霊的な目がまず

開かれなければなりません 
(1) 聖霊の働きを先に理解しました (使 2：1－4)   

(2) 伝道の働きを理解しました (使 2：9－11)  

(3) みことばを受ける目がありました 

 (使 2：14－21)  

(4) 弟子を見る目があれば、すべての人を生かす

目を持つようになります (使 2：41－45)  

(5) 現場を見る目を持ちました (使 2：46－47)  

3．初代教会は、暗やみの文化の前を走り、

彼らを生かしました  
(1) 使 2：1－47 宗教儀式文化をタラッパンでみ

ことば運動から始めました  

使 3：1－12 みなが知る不治の病を患う病人を治

しました  

使 8：4－8 サマリヤ接近禁止文化を破って福音を

伝えました  

使 8：26－40 禁止された異邦人接触文化を変え

ました  

使 13：1 世界宣教の門を開きました  

使 13：2－12、使 16：16－18、使 19：8－20 偶

像文化を砕きました  
(2) 世界の先頭を走るローマ 16章の文化を作りました  

(3) 文化の目を開く分、世の中を征服します  

(4) 福音の目を開いた分、文化を征服します  

(5) 正しい福音と正しい文化が出会う日、世界は変わり

ます  

 

 

일곱시대를 여는 주역(22) 

「문화에 눈을 뜬 초대교회」 

(행2:9-11) 

1. 초대 교회는 성령의 감동으로 문화에 

눈을 뜬 축복을 누렸습니다.(행2:17) 
(1) 시대를 수 천년 앞서 가는 축복을 누렸

습니다. 유대인은 선민 사상으로 자기 민족

만 생각했을 때 초대교회는 세계복음화를 

보는 눈을 가졌던 사람들이었습니다.(행1:8) 

(2) 종교, 의식에서 벗어나 현장 복음 운동

을 일으킨 교회였습니다.(행2:46-47,행5:42)  

2. 문화에 눈을 뜬 사람은 영적인 눈이 

먼저 열려야 합니다.  
(1) 성령의 역사를 먼저 이해했습니다. 

(행2:1-4)  

(2) 전도의 역사를 이해했습니다.(행2:9-11) 

(3) 말씀을 받는 눈이 있었습니다.(2:14-21) 

(4) 제자를 보는 눈이 있으면 모든 사람을 

살리는 눈을 가지게 됩니다.(행2:41-45) 

(5) 현장을 보는 눈을 가졌습니다.(2:46-47) 

3. 초대 교회는 흑암 문화를 앞서 갔으

며 그들을 살려내었습니다. 
(1) 행2:1-47 종교 의식 문화를 다락방으로 

말씀 운동 시작 

행3:1-12 모두가 아는 불치병자를 고침 

행8:4-8 사마리아 접근 금지 문화를 깨트리

고 복음 전달 

행8:26-40 금지된 이방인 접촉 문화를 바꿈 

행13:1 세계선교의 문을 열게 됨 

행13:2-12, 행16:16-18, 행19:8-20 우상 

문화를 깨트림 

(2) 세계를 앞서가는 롬16장 문화를 만들었

습니다.  

(3) 문화의 눈을 뜬 만큼 세상을 정복합니

다. 

(4) 복음의 눈을 뜬 만큼 문화를 정복합니

다. 

(5) 올바른 복음과 올바른 문화가 만나는 날 

세계는 변화될 것입니다. 

 

 

 

 

 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-倉敶) 

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。(土曜の午後2時)  

13.   13.世界RT大会(8/1-3),リーダ(7/27-30)の申し込みは終わりました。会費は6/13までです 

 14.世界宣教大会のため祈り、献金しましょう(7/19-23)。6月一ヶ月間 

 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  16.7/3(日)は初穂の感謝礼拝(麦秋)です。感謝の回復を祈りつつ祝福の時にしましょう。 

17.張先生は宣教師訓練院修了セミナーのため礼拝後C国に出発します。祈ってください 

 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 
朴宰範、山崎聖子、李希永、栗田李恵、権ハンナ、張替泰子、浅香年子、栗田渡 

田中玲子、鄭鐘礼、大竹昌枝 

2. 感謝献金 : 李賢淑(誕生日) 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 大竹昌枝、朴宰範、浅香年子、栗田李恵 

朴賢淑 

4. 特別献金 : 
地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(大竹昌枝) 

世界宣教大会(橋本光一) 

 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) 大竹昌枝、朴宰範、栗田李恵、朴賢淑、橋本光一 

7. 建築献金 : (武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 大竹昌枝、無名１ 

○＃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 

信じる者になりなさい 

ヨハネ20:24-31 

何が重要で、何が優先かはその人の生

涯を左右することである。 

 

１．どんな理由があろうと 

 1)見てないから 

 2)科学的根拠 

 3)うわべを見て 

 4)都合のために 

 

２．イエスを信じないと 

 1)死と滅び 

 2)イエスはキリスト 

 3)どんなに立派でも 

 4)どんなに良いものをもってても 

 

３．イエスを信じると 

 1)永遠なる解放 

 2)永遠なる同行 

 3)永遠なる保障 

4)真の安息と力と希望 

 

結論:キリスト優先(先に、常に、結局)  

    信仰優先 

    感謝すること、味わうこと優先 

ㅡ

쁨

  

믿는 자가 되라 

요20:24-31 

무엇이 중요핚지 무엇이 우선인지는 

생을 좌우하는 일이다. 

 

1. 어떤 이유보다도 

 1) 보지 않았기에 

 2) 과학적 근거 

 3) 겉모습 때문에 

 4) 형편 때문에 

 

2. 예수를 안 믿으면 

 1) 사망과 멸망 

 2) 예수는 그리스도 

 3) 아무리 훌륭해도 

 4) 아무리 좋은 것이라도 

 

3. 예수를 믿으면 

 1) 영원핚 해방  

 2) 영원핚 동행 

 3) 영원핚 보장 

 4) 참 안식과 능력과 소망 

 

결론:그리스도 우선(먼저,항상,결국,) 

     믿음 우선 

     감사,누림 우선 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(21) 
「スポーツ関係者と伝道者の生活」 

(Ⅱテモテ2：1－7) 

 

 

 1．21世紀は3S時代、その中で、スポー

ツ時代が来ると予想されています  

(1) 愛国、国の威力をはっきり示すこと  

(2) 大衆化、商業化  

(3) 国家間の国力競争  

 

2．スポーツ関係者は、個人的な力が必

要です  

(1)上からの霊的な力 (Ⅱテモテ 1：2)  

(2) その力の中から出る生活  

(Ⅱテモテ 2：3－6)  

(3) 未来に向けられた力 (Ⅱテモテ 2：7)  

          

3．伝道者の生活をスポーツ関係者は必

ず味わわなければなりません  

(1) 自分の仕事の未来のために  

(Ⅰ歴 29：10－14)  

(2) 次世代、Remnant、弟子のために (マ

タイ 28：16－20)  

(3) 文化戦争のために  

(イザヤ 60：1－22)  

 

   OMC시대의전도자의삶(21) 
「스포츠인과 전도자의 삶」 

(딤후2:1-7) 

 

1. 21세기는 3S시대, 그 중 스포츠 

시대가 올 것으로 예상되고 있습니다. 

(1) 애국, 국위선양 

(2) 대중화, 상업화 

(3) 국가 간 국력전쟁 

 

2. 스포츠인은 개인적인 힘이 있어야 

합니다. 

(1) 위에서 내리는 영적인힘(딤후1:2) 

(2) 그 힘 속에서나오는삶(딤후2:3-6) 

(3) 미래를 향한 힘(딤후2:7) 

 

3. 전도자의 삶을 스포츠인은 반드시 

누려야 합니다. 

(1) 자신과 일의 미래를 

위하여(대상29:10-14) 

(2) 후대, 렘넌트, 제자를 

위하여(마28:16-20) 

(3) 문화 전쟁을 위하여(사60:1-22) 

 

  

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (21) 
「伝道者の生活と能力伝道」 

(使 9：1－15) 

 

すべてには能力が必要です。しかし、

伝道だけは神様の力によって、正しい

実を結びます  

♣ 序論  
１．そのため、7 人の Remnant は神様の

力を早く味わいました 
(創 39：2、出 3：15－20、Ⅰサムエル 3：19、Ⅰサ

ムエル 16：13、23、Ⅱ列 2：9－11、イザヤ 6：1－

13、Ⅱテモテ 2：1－2)  

2．旧約聖書でも、その力だけで可能だと

おっしゃいました  
(ゼカリヤ 4：6、ヨエル 2：28)  
3．イエス様の最後の約束も、同じ約束で

した (ヨハネ 14：1－27、使 1：3－8)  

♣ 本論  

1．神様の力を実際に信じる時間から始

まります  
(1) 出 3：1－20  (2) 使 2：1－21 

(3) 使 9：1－15  

2．神様の力を体験することが継続され

ると、伝道は継続されます  
(1) 使 1：14 (2) 使 2：42  

(3) 使 4：29－31 (4) 使 6：1－7     

(5) 使 10：1－6  (6) 使 13：1－4    

(7) 使 19：1－7  

3．神様の力で伝道する時、現場の変化

が起きます  
(1) 使 3：1－12 (2) 使 8：4－8     

(3) 使 19：8－20  (4) 使 27：10－25  
♣ 結論 － もっとも重要な答えは、私の

確信、私の体験、私の現場が何かによっ

て すべてが変わるようになるのです 

(使 28：30－31)  

 

 RUTC시대의 전도자의 삶(21) 

「전도자의 삶과 능력 전도」 

(행9:1-15) 
 

모든 일에는 능력이 필요합니다. 그러나 

전도만은 하나님의 능력으로 바른 열매를 

맺게 됩니다. 

 

♣ 서론 

1. 그래서 렘넌트 7명은 하나님의 능력을 

일찍 맛보았습니다. (창39:2, 출3:15-20, 

삼상3:19, 삼상16:13,23, 왕하2:9-11, 

사6:1-13, 딤후2:1-2) 

2. 구약 성경에도 그 능력으로만가능하다고 

말씀하셨습니다.(슥4:6, 요엘2:28) 

3. 예수님의 마지막 약속도 같은 

약속이었습니다.(요14:1-27, 행1:3-8) 

 

♣ 본론 

1. 하나님의 능력을 실제로 믿는 시간부터 

시작됩니다. 

(1) 출3:1-20 (2) 행2:1-21 (3) 행9:1-15 

 

2. 하나님의 능력을 체험하는 일이 

지속되면 전도는 지속됩니다. 

(1) 행1:14 (2) 행2:42 (3) 행4:29-31 (4) 

행6:1-7  

(5) 행10:1-6 (6) 행13:1-4 (7) 행19:1-7 

 

3. 하나님의 능력으로 전도할 때 현장의 

변화가 일어납니다. 

(1) 행3:1-12 (2) 행8:4-8 (3) 행19:8-20 

(4) 행27:10-25 

 

♣ 결론 - 가장 중요한 응답은 나의 확신, 

나의 체험, 나의 현장이 무엇인가에 따라  

모든 것이변하게되는것입니다.(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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明確に新しく (ヨハネ20:17-23)     
   イエス様はすべての救いを成し遂げて、その証拠として復活され

ました。その復活のあとにイエス様の話の重みは計り知れないものがあり

ます。今日、復活されて最初に言われたことばを通じて、復活を信じる私

たちは、今までのことをすべてひっくり返して新しく始めるようにしまし

ょう。そのために、なにを明らかにして確認すべきでしょうか。 

 まず、イエス・キリストを救い主として信じているクリスチャンは、抵

抗することができない救いが与えられていることを確信しましょう。イエ

ス様はマリヤに向かって「わたしは、わたしの父またあなたがたの父、わ

たしの神またあなたがたの神のもとに上る」と他の弟子たちに告げるよう

にと言われました。イエスの父が私たちの父であり、イエスの神が私たち

の神であるということです。つまり、私たちは全能の神を「アバ、父」と

呼べ、勝利のイエス、万軍の王であるイエスと仲間で親しい神の子どもに

なっているということです。これが救いです。私は幸せな者であり、祝福

された者になっています。その明確な確信を持って新しくスタートしまし

ょう。 

 以前は死の力に捕らわれ、なにを持っていてもまったく関係なく、神の

御怒りを受けるべき子で、滅びの運命に捕らわれていたのですが、イエス

を信じて、死からいのちに移って、死から完全に解放され、天にあるすべ

ての霊的な祝福が私のものになって、最高の祝福の身分に変えられている

のです。どんな問題を抱えていても、まったく関係ありません。疑いと自

分の基準を捨てて、神様がともにおられるゆえに、自分が幸せな祝福の者

だという確信を持ちましょう。この幸せは、だれも奪いとることはできず、

どんなに最悪の状況でも、その状況を超越すことができるほどの幸せで

す。だまされないようにしましょう。 

 また、復活されたイエスによってどんな現実があっても、必ず勝てると

いう勝利の確信を持ちましょう。現実に圧倒され、不安で怖くて集まって

ふるえていた弟子たちの真ん中に立って、イエス様は「平安があなたがた

にあるように」と言われました。イエスがすでに勝っておられるので、な

にも問題になりません。問題に捕らわれないで、神様がともにおられるの

で、勝利の確信を持ちましょう。いろいろなことがあっても、すべてを働

かせて益としてくださるので、現実に捕らわれる必要はないのです。イエ

ス様は植民地である問題を心配していた弟子たちに「あなたがたは、知ら

なくても良い」と言われました。荒野の問題も敵も、それが問題がだと思

うことが問題であり、イエス・キリストがすべての問題は終わらせて、神

様がともにいて導いてくださるので、心配や悩みは必要ないのです。私た

ちがすべきなのは、ともにおられる神様とその祝福と導きに集中するだけ

です。現実に振り回されず、勝利の確信を明確に持ちましょう。 

 そして、私たちは世を勝ちとる使命の確信を持ちましょう。イエス様が

「父がわたしを遣わしたように、わたしもあなたがたを遣わします」と言

われました。もう私たちは不安になってふるえている存在ではなく、世を

勝ちとる伝道者なのです。これが、復活のあとのクリスチャンの本論です。

現実に捕らわれていず、使命をもって視線を世に向けましょう。今までの

考えや気にすることは、もう必要ないので、神様の祝福を世の人に伝える

こと、一点に絞って、福音宣教の使命を残りの人生のテーマにしましょう。

そのとき、イエス様は「聖霊を受けなさい」と言われました。その使命は、

聖霊の力でまっとうさせてくださるので、私たちがするのではなく、ただ

神様がなさるのを見て味わうだけなのです。そして、イエス様は「あなた

がたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれか

の罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります」と、まるで私たちが

人の運命を左右できるかのようなことを言われました。それは、福音宣教

の使命をテーマにして生きようとするなら、世の中のたましいを任せてく

ださるということなのです。もちろん、神様の主権の中にあることですが、

この世を任せられるすばらしい存在となっているのです。 

 ですから、もうよけいなことに捕らわれず、明確な確信を持って、現場

を宣教地として見ましょう。いま、私を縛っているもの、捕えられている

ものは、すべて断ち切ってしまいましょう。そして、聖霊に満たされるこ

とに集中して、どうしたら、復活のイエスと救いの祝福を伝えられるかと

いう思いで、伝道を心の中心に入れて現場を祈って見て行きましょう。す

べてが明確になり、新しいスタートをするようにお祈りします。 

 

 


