
 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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レムナント教会 
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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)                         
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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)44 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.27 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)405,245 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田渡長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ヨハネ21:15-17 

Ⅱ部:창48:28 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:それでも大丈夫よ 

Ⅱ部: 축복의 주인공 

………… 
 

張 寅 相牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)358,403 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 小嶋美智子/김길수 ………… 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:田淑姫長老 

献金:大竹昌枝、김희진 
 

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 (24) 

「まことの Remnant運動を 

次世代に伝えましょう」 

(Ⅱテモテ 2：1－2) 

1．機会を逃してしまうと、Remnant を苦しめる

ようになります 
(1) あまりにも長い間放置されて、麻薬、ゲーム中

毒に陥ったり、堕落する子たちがたくさんいます 

(2) 古い家系の霊的問題によって、精神的に病ん

でいる青少年がだんだん増えています 

(3) 世界人口の 10%は、重いうつ病患者、17%は

病院の世話に、30%はうつ病の影響の中にいます 

 
2．もっとも重要なものを与えなければなりません 

(1) キリストにあっての恵み (Ⅱテモテ 2：1) 

① キリストという祝福を体験できるように 

② その中にある恵みを味わうように 

③ その中で強くなるように 

(2) 二つのことを見なければなりません  

(Ⅱテモテ 2：2) 

① 証拠 － 証人   ② 忠実な者 

 
3．訓練を通してでも回復させなければなりません 

(1) 軍事訓練のような訓練を通して生かさなけれ

ばなりません (Ⅱテモテ 2：3－4) 

(2) 競技する者のように訓練させなければなりませ

ん (Ⅱテモテ 2：5) 

(3) 農夫のように訓練させ、必ず生かさなければ

なりません (Ⅱテモテ 2：6) 

 

4．RUTC運動のために、すべての教会と信徒

が神様のみこころを成し遂げるようになります 

(1) 申 6：4－9 

(2) Ⅰサムエル 7：1－15 

(3) Ⅱ列 6：8－24 

(4) イザヤ 60：1－22 

(5) 使 17：1、使 18：4、使 19：8 

 

일곱시대를 여는 주역(24) 

「참된 렘넌트 운동을 후대에게 물려줍시

다.」 

(딤후2:1-2) 

1. 기회를 놓치면 렘넌트에게 많은 고통

을 주게 됩니다.  
(1) 너무 오래 동안 방치되어서 마약에 빠지

거나 게임 중독에 빠지거나 타락에 빠진 아

이들이 많이 있습니다. 

(2) 이미 오래된 가문의 영적 문제로 정신적 

질병에 시달리는 청소년들이 점점 늘어가고 

있습니다. 

(3) 세계 인구 중 10%는 우울증 중환자, 

17% 정도가 병원 신세, 그리고 30%가 우

울증의 영향 속에 있습니다.  

 

2. 가장 중요한 것을 주어야 합니다. 
(1) 그리스도 안에 있는 은혜 (딤후2:1) 

① 그리스도라는 축복을 체험하도록 

② 그 안에 있는 은혜를 맛보도록 

③ 그 속에서 강해지도록 

(2) 두 가지를 볼 수 있어야 (딤후2:2) 

① 증거 - 증인 ② 충성된 자 

 

3. 훈련을 통해서라도 회복시켜야 합니

다. 
(1) 군사 훈련 같은 훈련을 통해서 살려야 

합니다. (딤후2:3-4) 

(2) 경기하는 자처럼 훈련 시켜야 합니다. 

(딤후2:5) 

(3) 농부처럼 훈련시켜서 반드시 살려야 합

니다. (딤후2:6) 

 

4. RUTC운동 때문에 모든 교회, 모든 성

도는 하나님의 뜻을 이루게 될 것입니

다. 
(1) 신6:4-9 (2) 삼상7:1-15 (3) 왕하6:8-24 

(4) 사60:1-22 (5) 행17:1, 행18:4, 행19:8 
  

 

 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-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、会費は明日までです。 

 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 

 15.7/3(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。 

 1  1  16. 

 

 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 浅香年子、張替淳子、李希永、田淑姫、李賢淑、小林真理、朴賢淑 

2. 感謝献金 : 李賢淑 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 張替淳子、浅香年子、張替泰子、張替浩介 

 

4. 特別献金 : 
地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC() 

世界宣教大会(全美蘭) 

 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) 張替淳子 

 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 張替淳子、浅香年子、栗田彰仁 

 

○＃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 

それでも大丈夫よ 

ヨハネ21:15-17 

福音と使命のためにどきどきする人なら

その人のゆえに地球は明るくなるだろう 

 

１．無気力にさせるものが… 

 1)自分自身 

 2)周辺の環境 

 3)立場と状況 

 4)働きの結果 

 

２．それでも大丈夫 

 1)諦めないイエス様 

 2)回復させるイエス様 

 3)伴われるイエス様 

 

３．イエス様の前で新しく始めよう 

 1)すべてを振い払って 

 2)一つを握って 

 3)使命への確信と自負 

4)使徒1:8に集中 

 

結論:使命への積極的な姿勢  

    伝道対象者チェック 

    教会奉仕祈り 

    現場伝道祈り 

    生涯伝道祈り 

ㅡ

쁨

  

그래도 괜찮아요 

요21:15-17 

복음과 사명때문에 가슴 설레는 사람 

이라면 그 때문에 세상을 밝아진다. 

 

1. 힘 빠지게 하는 것들이 

 1) 나 자신 

 2) 주변 여건 

 3) 처한 상황 

 4) 사역의 열매 

 

2. 그래도 괜찮아요 

 1) 포기하지않는 예수님 

 2) 회복시키시는 예수님 

 3) 함께하시는 예수님 

 

3. 예수님 앞에서 새롭게 시작 

 1) 훌훌 털고 

 2) 하나만 붙들고 

 3) 사명의 확신과 자부심 

 4) 행1:8에 집중 

 

결론:사명에 대한 적극적 자세 

     전도대상자 체크 

     교회사역 기도 

     현장전도 기도 

     평생전도 기도  

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(23) 
「ビューテイーの分野」 

(使9：36-43) 

 

 

1．美しさが戦略になった時代 

(1) 産業化 

(2) 文化化 

(3) 大衆化 

 

 

 

2. 美しさを追い求める人間 (文化) 

(1) 美容 

(2) 衣服 

(3) 皮膚、健康 

 

 

3. 聖書に現れた弟子たち 

(1) 使 9：36-43 

(2) 使 10：1-6 

(3) 使 16：10-15 

 

   OMC시대의전도자의삶(23) 
「뷰티 분야」 

(행9:36-43) 

 

 

1. 미모가 전략이 된 시대 

(1) 산업화 

(2) 문화화 

(3) 대중화 

 

 

 

2. 아름다움을 추구하는 인간 (문화) 

(1) 미용 

(2) 의복 

(3) 피부, 건강 

 

 

3. 성경에 나타난 제자들 

(1) 행9:36-43 

(2) 행10:1-6 

(3) 행16:10-15 

 

  
 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (22) 

「伝道者の生活と根本」 

(創 12：1-3) 

 

 

1．根本を逃したイスラエル 
(1) 創 1：2、創 3：5 

(2) 創 12：1－3 

(3) 出 3：1－8 

(4) Ⅰサムエル 3：1－18 

(5) イザヤ 6：1－13 

(6) マタイ 16：13－20 

(7) マタイ 27：25 
 

 

2．根本を見つけた少数の弟子 
(1) 創 1：3 

(2) 創 3：15 

(3) 創 6：14 

(4) 出 3：18 

(5) イザヤ 7：14 

(6) ハガイ 2：1－9 

(7) マタイ 16：16 
 

 

3．根本的な答え （創 12：1－3） 

(1) 根源的な答え 

(2) 代表的な答え 

(3) 時代的な答え 

(4) 記念碑的な答え 

(5) 不可抗力的な答え 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(22) 

「전도자의 삶과 근본」 

(창12:1-3) 
 

 

1. 근본을 놓친 이스라엘 

(1) 창1:2, 창3:5 

(2) 창12:1-3 

(3) 출3:1-8 

(4) 삼상3:1-18 

(5) 사6:1-13 

(6) 마16:13-20 

(7) 마27:25 

 

 

2. 근본을 찾은 소수의 제자 

(1) 창1:3 

(2) 창3:15 

(3) 창6:14 

(4) 출3:18 

(5) 사7:14 

(6) 학2:1-9 

(7) 마16:16 
 

 

3. 근본적 응답 (창12:1-3) 

(1) 근원적 응답 

(2) 대표적 응답 

(3) 시대적 응답 

(4) 기념비적 응답 

(5) 불가항력적 응답 
 

現場を変える「契約の祈り」 

（ヨハネ15:16） 

あなたがたがわたしを選んだのではありません。 

わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命したのです。 

それは、あなたがたが行って実を結び、そのあなたがたの実が残るためであり、 

また、あなたがたがわたしの名によって父に求めるものは何でも、父があなたがたに 

お与えになるためです。 

 

神様、私たちに勝利をくださってありがとうございます。 

私たちの行いも重要ですが、まことの信仰を与えてくださって、神様の大きな約束を

握る答えの時間になりますように。 

今、この時間に神様が天の門を開いてくださることを信じます。 

アブラハムが不信仰を捨てて契約を握ったように、神様の契約を握って勝利する神様

の働きが起きますように。 

私たちは、実際にはとても大きな祝福を受けたのにもかかわらず、不信仰に陥ってし

まう時が多いです。 

神様だけがご存じの不信仰、私たちが知ることができない不信仰の根が抜かれて、神

様の奇跡の門が開かれますように。 

全世界に散っている1.5世や2世が生かされる働きが起きますように。 

神様が両手を高くあげ、まことの祝福を注いで、信仰を回復する時間にならせてくだ

さい。 

福音の中で、正しく始めることができる知恵をくださり、マルコの屋上の間で起きた

聖霊の満たしの働きが、行く現場ごとに起きる証拠をお与えください。 

心が突かれ、悲しむ者になり、神様がくださる答えを受けるようにさせてください。 

神様の慰めを受けて、世界を福音化する弟子となるように働いてください。 

主のしもべに新しい恵みを注いでくださって、一般信徒たちに力を与えてくださっ

て、政治、経済が変わることができるように神様が働いてください。 

みことばを悟り、祈るペテロにコルネリオを会わせてくださった神様が、みことばを

悟る者に働いてくださると信じます。 

主のしもべに生涯受けなければならない答えを注いでください。 

みことばを悟った学生が、この時代を生かす主人公になることを確信します。 

みことばを悟った牧会者と牧師夫人に、神様が新しい門を開いてくださると信じま

す。 

みことばを悟るこの時間に、主が天の軍勢を動かしてくださることを信じます。 

みことばを悟るこの時間に、サタンの勢力が縛られて働きが起きることを信じます。 

みことばを悟るこの時間に、すべての病気が離れ去ることを信じます 

主がすべての栄光を受けてください。 

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6月12日 1部礼拝 

そうだったら (ヨハネ21:1-14)     
    
多くの人々が、今のままではいけない、変わるべきだと思っているのにも

かかわらず、なかなか変わることができずにいます。クリスチャンである

私たちは、礼拝を通して祝福の変化はいつ与えられるのかを教えられて、

新しく変わる祝福を味わいましょう。 

 今日の聖書箇所は、イエス様が死なれて三日目によみがえられ、2回も

弟子たちの前に現れたのですが、弟子たちはそのイエス様に出会ってとて

も喜んだのにもかかわらず、まったく変わらずに以前のままの生活をして

いたので、そこに3回目にイエス様が現れた場面です。 

 イエス様が復活されたということは、イエスはキリストであるという確

かな証拠です。そうだったら、それに基づいて次のステップに踏み出すべ

きなのに、適用していなかったので、良かったと喜んだのにもかかわらず、

そこにとどまっていたのです。私たちもイエスがキリストですべて完了さ

れたと分かったなら、そこにとどまっていてはいけません。弟子たちが以

前の職業である漁に行く生活にとどまっていたように、多くのクリスチャ

ンが過去にとどまっています。良いことも、悪いことも関係なく、イエス

はキリストで、過去、現在、未来まですべての問題はお墓の中に葬られた

のです。過去の傷、トラウマとなって影響を受けているところから解放さ

れましょう。特に子どもたちの場合、親の影響がとても大きいのですが、

親の影響にとどまることなく、一人で個人的に自立して神様の前に立つこ

とがとても大切です。 

 また、今の姿をこのままで良いのかとチェックしましょう。本当にイエ

スがキリストなら、今、落胆していて良いのか、心配していて良いのかな

ど、今の自分の姿をそのままで良いかどうか、真剣にチェックしてみまし

ょう。今までの感覚なら正しいと思えることも、イエスがキリストなら、

それで良いのかとチェックすることが次のステップに踏み出すことにつ

ながります。 

メッセージを受け、修練会や訓練に出てとても祝福され、良かったとして

も、そこにとどまらずに、その次のステップはなにかを考えてみましょう。

イエスはキリストですから、神様はもうすでにすべてをなさったので、少

しでも本当に真実に神様の前に質問すれば変わるようになります。 

イエスがキリストなので、新しい自分を発見しましょう。なにか他のとこ

ろで自分を探すのではなく、キリストにある自分から発見しましょう。イ

エスがキリストゆえ、私は祝福の人です。幸せな者なのです。それゆえ、

使命がある人で、光、塩と言われている者です。地上の人生が終わったら

天国に入る希望あふれる人です。この自分を発見しましょう。 

そのような自分なら、その次のステップで、生き方を変えましょう。神様

がともにおられる幸いな者として、インマヌエルの祝福を味わいましょ

う。サタンはこの祝福を味わうことを邪魔して、もっと大きなことを成し

遂げるようにささやきますが、そうではなく、少しだけ主がともにおられ

るから幸せで、神様に任せればよいという祝福を味わいましょう。そうす

れば、感謝して喜ぶようになるでしょう。心の中からうれしさがいっぱい

にあふれることをいやしと言います。また、実際に信仰を持って祝福を使

って味わいましょう。聖霊に満たされるように求めることが、祝福を使う

ことです。弱い自分に、家庭に、現場に聖霊が働かれるように、天使が働

くように、邪魔する暗やみがくだかれるようにと権威を使えば良いので

す。そして、地球が動く目的が伝道なので、心の中心に伝道を持ちましょ

う。どうすれば、福音が宣べ伝えられるのかを考えるのです。 

変化の鍵は「適用」です。みことばを聞いて、「そうだったら」（ならば）

と考えるのです。神様からのものは完ぺきです。「そうだったら」（ならば）

と考えて次のステップに実際に進んでいきましょう。神様が変えようとさ

れているので、本当に少しだけでも、復活のキリストの前で質問の時を持

ちましょう。「イエスはキリスト」そうだったらと問いかけて考えるのを

黙想と言います。また、メッセージを短く整理して自分のものとして、そ

れを適用する姿勢を持ちましょう。神様はすべてをなさって、これからも

なさるので、「そうだったら」（ならば）という質問をして、自分に適用す

るクリスチャンになることを祈ります。 

 

 

 


