
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 07/17-21(d)(07/15まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 08/07-11(d)(07/30まで) 

2部 礼拝  12:30 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 8/04-8/06(p)(07/22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。 

   

  

2011年7月 31日 第 34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 : 朴 ノ ス 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)40 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.32 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)98,138 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田渡長老 

 聖    書 ………… 
Ⅰ部:Ⅰコリント15：10 

Ⅱ部:創4：1-15 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部: 私が私になったのは 

Ⅱ部: 福音と宗教  

………… 
 

朴 ノ ス 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)411,406 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 新田眞代/김길수 ………… 当      番 

  * 賛    美 ………… (讃)268 ………… 会      衆 

  * 祝    祷 ……………………………………………… 朴 ノ ス師 

 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:石井幸子、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 (30) 

「まことに RUTC を胸に抱いているなら、 

神様が働かれます」 

(イザヤ 43:18－21) 

 

1．神様が祝福されると、すべての問題は解

決され、だれも止めることができません 
(1)鷲のような新しい力を与えられます  

(イザヤ 40：27－31) 

(2)荒野に水をわき出させ、荒地に川を設けられる

働きが起きます(イザヤ 43：18－21) 

(3)暗やみの中にいた息子と娘たちが立ち返って来

るようになります(イザヤ 60：1－22) 

(4)国々の民たちが旗を揚げて集まって来ます 

(イザヤ 62：6－12) 

   

2．まことに Remnant と RUTC運動をすれば、

神様がまことに働かれます 
(1)出エジプトの奇跡のように(申 6：4－9) 

(2)ミツバ運動のように(Ⅰサムエル 7：1－15) 

(3)馬と戦車と大軍とを送って、神様がその国を守

られたエリシャの証拠(Ⅱ列 6：8－24) 

(4)イザヤに与えられたビジョンを見させてくださいま

す(イザヤ 60：1－22) 

(5)パウロに答えられたように、今も同様に答えられ

ます(使 17：1、18：4、19：8) 

 

3．「まこと」であるかを確認すれば良いのです 

(1)まことの礼拝をささげると、次のような答え

が与えられます(使 3：1－12) 

(2)まことの祈るならば、神様は答えられます 

(マタイ 7：7－9) 

(3)教会堂とRUTCのために、まことの祈れば、

神様はまことに働かれます 

(Ⅰ歴 29：10－14)  

 

 

일곱시대를 여는 주역(30) 

「RUTC가 참으로 마음에 있으면 하나님이 

역사하십니다.」 

(사43:18-21) 

 

1. 하나님이 축복하시면 모든 것이 해결

되며 아무도 막을 수 없습니다.  

(1) 독수리 같은 새 힘을 주실 것입니

다.(사40:27-31) 

(2) 강과 바다에 길이 나며 사막에 생수

가 나는 일이 일어나게 될 것입니다. 

(사43:18-21) 

(3) 어두움 속에 있던 남녀 종들이 돌아

오게 될 것입니다.(사60:1-22) 

(4) 만민이 기를 들고 몰려올 것입니

다.(사62:6-12) 

 

2. 참으로 렘넌트와 RUTC운동하면 하나

님이 참으로 역사하십니다.  
(1) 출애굽 기적처럼(신6:4-9) 

(2) 미스바 운동처럼(삼상7:1-15) 

(3) 불말, 불병거를 보내어 나라를 보호하신 

엘리사의 증거(왕하6:8-24) 

(4) 이사야에게 주신 비전을 보여주실 것입

니다.(사60:1-22) 

(5) 바울에게 응답하신 것과 같이 지금도 응

답하실 것입니다.(행17:1, 18:4, 19:8) 

 

3. “참으로”인지 확인하면 됩니다.  

(1) 참으로 예배하면 다음과 같은 응답 

옵니다.(행3:1-12) 

(2) 참으로 기도하면 하나님은 응답하십

니다.(마7:7-9) 

(3) 교회당과 RUTC 위해 기도를 참으

로 하면 하나님이 참으로 역사하실 것

입니다.(대상29:10-14)  

 
  

 

 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-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)-8/9再開します。 

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) 8/6お休みです. 

13. 世界レムナント大会が行われます(8/1-3,釜山)。祈ってください。 

  14.張先生夫妻、多数の信徒やレムナントは、大会参加のため韓国に滞在中です。祈ってく 

   ください。 

 15.日本大学修連会があります(8/23-25,軽井沢文化センター、会費:1万円、 

講師:kim sangbum牧師) 

 16. 2002年日本レムナント大会のポスターを公募します。8/29まで 

17.今日のメッセージは、ｲﾝﾏﾇｴﾙ池袋教会の朴ノス先生でした。ご奉仕ありがとうございます。 

 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 栗田渡、橋本光一、浅香年子、張愛隣、李仁順、李希永 

2. 感謝献金 : 小林功治、 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 浅香年子、李仁順、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 :    （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) 栗田渡 

 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 浅香年子、李仁順、趙ｷｮﾝﾋﾞﾝ 

 

○＃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 

私が私になったのは神様の恵み 

Ⅰコリント15:10 

 

ㅡ

쁨

  

 나의 나 된것은 하나님의 은혜 

고전15:10 

 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(29) 
「政治・外交分野」 

(創４5：1－5) 

 

1．聖書には、政治分野にいる人たちの信

仰を神様が見守ってくださったことが分か

ります 

(1)創 45：1－8 

(2)出 2：1－10、5：1－12：46 

(3)ヨシュア 1：1－9、民 14：1－10 

(4)ダニエル 3：8－24、6：10－22 

(5)使 1：1 

 

2．イスラエルは外交分野において、ほと

んど完全に失敗しました 

(1)選民思想 （異邦人の思想） 

(2)出 3：10－8、Ⅰサムエル 17：1－47、 

イザヤ 6：1－13、使 1：6－7 

(3)全世界は 16000回ほど戦争をしました。

今の世界は、協力と話し合いの中で力比べ

を続けて、どんな事が起きるか分からない

状況です    

 

3．政治・外交のレベルの宣教戦略が切

実な時です 
(1)政治家の中に信仰人を派遣することが、

最も切実な宣教です 

（ヨハネ 3：1－8、エペソ１：１） 

(2)海外にいる外交官に力を与えることも、

最高の宣教戦略です（創 45：1－5） 

(3)政治・外交を通して福音を伝えることが、

最大の伝道効果です  

（イザヤ 43：18－21） 

 

   OMC시대의전도자의삶(29) 
「정치・외교 분야」 

(창45:1-5) 

 

 

1. 성경에는 정치 분야에 있는 

사람들의 신앙을 하나님이 지키신 

것을 볼 수 있습니다. 
(1)창45:1-8  

(2)출2:1-10, 5:1-12:46 

(3)수1:1-9, 민14:1-10  

(4)단3:8-24, 6:10-22 

(5)행1:1  

 

2. 외교 분야에 이스라엘은 거의 완히 

실패했습니다. 
(1)선민 사상(이방인 사상) 

(2)출3:1-8, 삼상17:1-47, 사6:1-13, 

행1:6-7 

(3)전 세계는 16000번 가량 전쟁을 

하였습니다. 지금은 세계는 협력과 대화 

속에서 힘겨루기를 계속하며 어떤 일이 

일어날지 알 수 없는 상황입니다. 

 

3. 정치・외교 차원의 선교전략이 

절실한 때입니다.  
(1)정치인 안에 신앙인을 파송하는 것이 

가장 절실한 선교입니다. 

(요3:1-8, 엡1:1) 

(2)해외에 있는 외교관에게 힘을 주는 

것도 최고의 선교 전략입니다.(창45:1-5) 

(3)정치・외교를 통해 복음 전하는 것이 

최대의 전도 효과입니다.(사43:18-21) 

  

 

 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (29) 

「危機の中で根本を味わいなさい（1）」 

(創 39：1－6) 

 

♣ 序論 

ヨセフは、根本的な苦しみにあうよう

になりました。この時が、一番重要な

時期です。 

福音を持った者、契約を持った者、伝

道者は滅ぶことができないだけでな

く、すべてのことが後には、祝福の計

画となります 

 

♣ 本論 

1．家庭からの危機 
(1)母親の死 

(2)他の母親たち 

(3)兄弟たちの憎しみと家庭内暴力 

(4)奴隷として売られる  

（創 37：1－11） 

 

2．現場からの危機 

(1)奴隷 

(2)階級と地位 

(3)ポティファルの妻の堕落  

（創 39：1－6） 

 

3．滅亡の危機 （創 40：1－20） 

(1)濡れ衣 

(2)凶悪犯  

(3)長期の囚人 （終身刑） 

 

♣ 結論 

1．創 37：11  2.創 39：2－6    

3．創 40：16－20 4.創 45：1－5 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(29) 

「위기 속에서 근본을 누려라(1)」 

(창39:1-6) 

 
 

♣ 서론  

요셉은 근본적인 어려움을 만나게 

되었습니다. 이 때가 가장 중요한 

때입니다.  

복음 가진 자, 언약 가진 자, 

전도자는 망할 수 없을 뿐 아니라 

모든 것이 지나보면  

축복의 계획이 됩니다. 

 

♣ 본론  

1. 가정에서의 위기  
(1) 모친사망 

(2) 다른 어머니들 

(3) 형제들의 미움과 가정폭력  

(4) 노예로 팔려옴(창37:1-11)  

 

2. 현장에서의 위기  
(1) 노예  

(2) 계급과 위치 

(3) 보디발 아내의 타락(창39:1-6) 

 

3. 멸망의 위기(창40:1-20)  

(1) 누명  

(2) 흉악범  

(3) 장기수(종신형) 

 

♣ 결론 – 요셉이 누린 근본 

1. 창37:11 

2. 창39:2-6 

3. 창40:16-20 

4. 창45:1-5 

  
 

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、悫しむ者になり、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7月24日 1部礼拝 

 信徒祝福の人(ルカ1:13-20)     
 先週、見たように、義人と言われるほど良い信仰だったザカリヤとエリ

サベツだったのですが、二人には子どもがいなくて、年もとってしまって

いたのでした。そのときに、御使いが来て、喜びの訪れの良い知らせを持

ってきたと、子どもが生まれることを告げたのですが、ザカリヤはそれに

対して、信じられないという反応を示しました。たしかに年をとっていた

のですから、普通の反応であり、自然なことなのですが、それは不信仰の

発言だったのです。神の前に立つガブリエルが語ったこと、つまり、神様

のみことばは、そのとおりに実現するので、信じないのは大変なことだか

ら、そのとおり実現するまで、口がきけなくなったのでした。 

 ルカの福音書（聖書）は、救われたクリスチャンは、すでに与えられて

いるので、イエス様に集中して、イエス様を喜びにすべきで、なにか新し

いものを探し求める必要はないということと、神様のことばの前に聞き従

う姿勢を持つことをテーマにして語られています。クリスチャンとは、自

分で考えて悩む者ではなく、神様の祝福のことばを聞いてアーメンする者

です。どんな状況でも、どんなときにも、神様のみことばの耳を傾けて信

じる信仰がクリスチャンのテーマです。信仰生活はむずかしいことではな

く、神様がすべてなさるので、信じなさいと言われているだけなのです。 

 神様はクリスチャンに向かって祝福のことばを語っておられるので、そ

れを聞くべきなのです。神様は私たちに向かって、過去にどんな人生であ

ろうと、今の現実どうであろうと、イエス様を信じることによって救われ

た人だと言われます。救いとは、自分では抜け出せない罪の泥沼、地獄の

運命から永遠に解放されて、すべての不幸が終わったことです。また、イ

エス様にあって祝福された人であり、すでに天にあるすべての霊的祝福を

もって祝福されたと言われています。もうすでに、天の御国がうちにあり、

神様に愛されている者なのです。また、イエス様のために神様に用いられ、

世の中に役立つ人になっていると言われます。このような祝福のメッセー

ジに、私たちはただ「アーメン」と答えればよいのです。 

 ところが、私たちには不信仰になる理由があると思っています。人間的

な条件として、年齢、才能、地位、名誉、健康、お金とかいろいろ言うの

ですが、それらは理由にはなりません。また、環境や状況が良くないと、

日本が偶像文化だからなどという理由を言いますが、それも不信仰です。

また、知識や経験が不信仰をあおることもあります。しかし、神様が語ら

れるなら、ただアーメンとするだけでよいのです。 

 選択はアーメンだけです。なぜなら、イエス様にあって、イエスがキリ

ストだから救われたので、自分の理由とはまったく関係ないからです。神

様のみことばとは、不信仰の理由が存在しないものです。その根拠は、語

られた神様の力とキリストです。ですから、神様が語られたことが成就し

ないはずはありません。成就する決定事項なのです。ですから、神様のみ

ことばへの反応は、「アーメン（そのとおりです）」しかないのです。問題

は、信じるか信じないかということだけです。 

 神様が伝道に用いると言われたので、確信を持って、そうなると信じて、

自分のいるところで大胆に祈りましょう。そして、訓練を積めばとか、い

っぱい準備すれば、有名なら用いられるという宗教的な思考を打破しまし

ょう。神様がおっしゃったので、神様がなさるのです。神様のことばは信

じるしかないので、足を引っ張るものを振り払って、神の国が約束されて

いるので、神様が統治されることを求めて、聖霊充満に集中して祈ればよ

いのです。神様のことばは、信じる信仰があれば、神様がなさいます。そ

れが神様の恵みです。言い訳や負担をおろして、神様がおっしゃるなら実

現すると大胆に祈るようにしましょう。 

 

 

 


