
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 09/11-15(d)(09/07まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 11/20-24(p)(11/11まで) 

2部 礼拝  12:30 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 11/07-09(p)(10/28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 12/19-23(d)(12/16まで) 

［レムナント核心］ (土) 14:00(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.34 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)86,172 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 鄭 海寅長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ルカ1:39-56 

Ⅱ部:출2:11-15 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:イエス様をおいて 

Ⅱ部:언젠가는 떠나야 

………… 
 

張 寅 相 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)171,431 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 小島美智子/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:佐々木洋朗長老 

献金:大竹昌枝、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 (32) 

「OMCがすべきことと答え」 

(ローマ 16：23) 

 

 

1．まずは、単語から理解しなければなりませ

ん 

(1)Oneness – 神様とのともに歩む、救われ

た者たちの聖霊の導き  

(2)Mission – 使命、伝道、宣教 

(3)Club – 組織(システム)、現場、祈り 

   

 

2．何をするべきでしょうか 

(1) RUTC を建てることに、実際的な祈りをもっ

て実際的な答えを得てこそ、聖書のみことば

の答えを見ることができます 

①申 6：4－9    ②Ⅰサムエル 7：1－15   

③Ⅱ列 6：8－23  

④イザヤ 60：1－22   

⑤ 使 17：1、18：4、19：8  

(2)Remnant を育てることに、人生をかけなけ

ればなりません (Ⅱテモテ 2：1－7) 

(3)Remnant を正しく立てるべきです 

①専門家訓練  

②宣教師訓練 

③重職者訓練 

 

 

 

3．OMCが受ける答えを味わう準備をしなけ

ればなりません 

(1)ローマ 16：1－2 

(2)ローマ 16：3－5 

(3)ローマ 16：23 

 

 

일곱시대를 여는 주역(32) 

「OMC가 해야 할 일과 응답」 

(롬16:23) 

 

 

1. 단어부터 이해해야 합니다. 

(1) Oneness – 하나님과 동행, 구원 받

은 자들의 성령 인도  

(2) Mission – 사명, 전도, 선교 

(3) Club – 조직(시스템), 현장, 기도  

 

 

 

2. 무엇을 해야 합니까? 

(1) RUTC 만드는 일에 기도가 실제로 

있어서 실제 응답을 받아야  

말씀에 있는 응답을 볼 수 있습니다. 

① 신6:4-9 ② 삼상7:1-15  

③ 왕하6:8-23  

④ 사60:1-22 ⑤ 행17:1, 18:4, 19:8  

(2) 렘넌트 키우는 일에 내 인생이 참여

되어 있어야 합니다.(딤후2:1-7) 

(3) 렘넌트를 바르게 세워야 합니다.  

① 전문인 훈련  

② 선교사 훈련 

③ 중직자 훈련 

 

 

 

3. OMC가 받을 응답을 누릴 준비를 해

야 합니다. 

(1) 롬16:1-2 

(2) 롬16:3-5 

(3) 롬16:23  

 

 
  

 

 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．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. 今日の3時から明日まで、夏の聖書学校があります。祈りと支援お願いします。 

 14.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、交通費:5千円 

講師:kim sangbum牧師)OMCから会費半分、交通費の足りない分支援します。 

 15.2002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 

16.10/4-5柳先生の東京集会があります。祈りをもって備えましょう。 

17.9月から部署別集まりを始めます(1部2部の間)。祈ってください。 

    先週の献金  

1. 十分の一 : 張寅相、小林秀明、張替淳子、鄭鐘礼、朴宰範、山崎聖子、倉敷教会 

2. 感謝献金 : 張寅相、李賢淑(宣教大会、RT大会) 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 張寅相、李賢淑、張替淳子、倉敷教会 

 

4. 特別献金 : 
地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(李賢淑) 

 

 5. OMC 献金 :    （三菱東京UFJ 千葉中央支店 5011536 張替泰子）佐々木智香子、塩田博美、浅倉 

6. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相) 張寅相、李賢淑、朴賢淑、橋本光一、張替淳子 

朴宰範、倉敷教会 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 張寅相、李賢淑、張替淳子、栗田彰仁  

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 

イエス様をおいて 
ルカ1:39-56 

 
世はどうしようもない問題、自分で作っ

た罠に落ちいて苦しんでる。信者が信者

の喜びを回復しなければならない。 

 

１．イエス様のゆえに 

 1)絶対的喜びが 

 2)永遠の祝福が 

 3)神様への賛美が 

 

２．イエスはキリスト 

 1)ノアの箱舟 

 2)過ぎ越しの羊 

 3)荒野の青銅の蛇 

 4)神殿 

 

３．イエス様を信じる人は 

 1)解放された人 

 2)神の神殿 

 3)天の霊的すべての祝福を受けた人 

 4)王である祭司 

 

結論：イエス様をおいて根本を回復し 

   ましょう。 

   神の国を待ちつつ 

   聖霊充満を祈りましょう。  

 

ㅡ

쁨

  

 예수님을 두고 
눅1:39-56 

 
세상은 어쩔 수 없는 문제 스스로 

만든 함정에 빠져 허덕인다.신자가 

신자의 기쁨을 회복해야 한다. 
  
1.예수님 때문에 

 1)절대적 기쁨이 

 2)영원한 축복이 

 3)하나님 찬양이 
 
2.예수는 그리스도 

 1)노아의 방주 

 2)유월절 어린양 

 3)광야의 놋뱀 

 4)성전 
 
3.예수 믿는 자는 

 1)해방받은 자 

 2)하나님의 성전 

 3)신령한 복 받은 자 

 4)왕 같은 제사장 
 
결론:예수를 두고 근본을 회복합 

     시다 

     하나님 나라를 기다리며 

     성령충만을 기도합시다. 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(31) 
「政治・外交分野」 

(創４5：1－5) 

 

 

1．中・高校生が知るべき必須 

(1)タラント 

(2)専門の方向 

(3)使命 

 

2．中・高校生の雰囲気 

(1)学校 

(2)社会 

(3)家庭 

 

3．教会の使命 

(1)失ったユダヤ人の家庭教育を回復 

(2)失った成人式の意味を回復 

(3)失った聖書の会堂の意味を回復 

 

4．中・高校の伝道 

(1)グループ 

(2)個人 

(3)弟子化 

 

   OMC시대의전도자의삶(31) 
「전국 중・고등학교 교사」 

(시78:70-72) 

 

 

1. 중・고등학생이 알아야 하는 필수 

(1)달란트 

(2)전문 방향 

(3)사명 

 

2. 중・고등학생의 분위기 

(1)학교 

(2)사회 

(3)가정 

 

3. 교사의 사명 

(1)잃어버린 유대인 가정교육 회복 

(2)잃어버린 성인식의 의미 회복 

(3)잃어버린 성경의 회당 의미 회복 

 

4. 중・고등학교 전도 

(1)그룹 

(2)개인 

(3)제자화  

  

 

 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (31) 

「私の主業を変えると、 

根本的ないやしがあり、勝利します」 

(使 1：14) 
世の中で私たちがするすべてのことは、

副業(サブ)です 人を生かす伝道者の生

活が主業(メイン)です 

世界を担っている主のしもべたちは、そ

のようにしました 

 

1．私たちの主業は何ですか 
(1)創 39：2、6                 

(2)出 14：13 

(3)Ⅰサムエル 3：1－18、19        

(4)Ⅰサムエル 16：13、23 

(5)Ⅱ列 2：9－11               

(6)イザヤ 6：1－12、13 

(7)Ⅱテモテ 2：1 

 

2．私たちの主な働きは、何ですか 
(1)創 45：1－5 

(2)出 5：1－12：46 

(3)Ⅰサムエル 17：1－47 

(4)ダニエル 6：10－22、 

ダニエル 3：8－23、ダニエル 12：6 

(5)ヨハネ 3：16 

(6)マタイ 28：16－20、 

マルコ 16：15－20、使 1：8  

(7)使 19：21、使 23：11、使 27：24－25 

 

3．世の中の職業は、神様の祝福によっ

て献身する副業です 
(1)総理 （創 45：1－5）        

(2)指導者 （出 3：1－20） 

(3)王 （Ⅰサムエル 16：1－13）   

(4)公務員 （Ⅰ列 18：1－6） 

(5)経済人 （ローマ 16：1－23） 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(31) 

「나의 주업을 바꾸면  

근본 치유와 승리가 일어납니다.」 

(행1:14) 

 
 

세상에서 우리가 하는 모든 일들은 

부업입니다. 사람 살리는 전도자의 삶이 

주업입니다. 세계를 맡은 주의 종들은 

그러했습니다.  

 

1. 우리의 주업이 무엇입니까? 

(1) 창39:2, 6 

(2) 출14:13 

(3) 삼상3:1-18, 19 

(4) 삼상16:13, 23 

(5) 왕하2:9-11 

(6) 사6:1-12, 13 

(7) 딤후2:1  

 

2. 우리의 주사역이 무엇입니까? 
(1) 창45:1-5 

(2) 출5:1-12:46 

(3) 삼상17:1-47 

(4) 단6:10-22, 단3:8-23, 단12:6 

(5) 요3:16 

(6) 마28:16-20, 막16:15-20, 행1:8 

(7) 행19:21, 행23:11, 행27:24-25  

 

3. 세상의 직업은 하나님의 축복으로 

헌신하는 부업입니다.  

(1) 총리(창45:1-5)  

(2) 지도자(출3:1-20)  

(3) 왕(삼상16:1-13) 

(4) 공무원(왕상18:1-6)  

(5) 경제인(롬16:1-23)  

  
 

現場を変える「契約の祈り」 

（使徒2:41） 

そこで、彼のことばを受け入れた者は、バプテスマを受けた。 

その日、三千人ほどが弟子に加えられた。 

 

全能なる主よ、感謝します。 

神様が新しい恵みを注いでくださって、伝道運動が起きるように私たちの霊的な

目を開いてください。 

初代教会のときに伝道運動を起こされた力の主が、まことの答えの門を開いてく

ださい。 

神様のまことの答えを受けられず、各種の神秘主義者が全地域をさまよいながら、

いろいろな理論と方法で人々を惑わしています。 

私たちを聖霊で満たしてくださってくださって、まことに悟らせてくださり、成

り立つしかない神様の答えを正しく見ることができるように、答えの大きな門

を開いてください。 

全世界の宣教師と困難な目にあっている主のしもべに初代教会に現れたなぐさめ

をそのまま注いでくださって、サマリヤの門が開かれたように働いてください。 

神様がギルアデで働き人を呼ばれ、農村で働き人を呼ばれたように、現場で神様

の働きが始まりますように。 

福音を伝えるために最後まで耐えて祈っている主のしもべに、神様の霊的権威と

祝福を回復してください。 

シャーマニズムや他宗教が起きてこの世の人々を惑わしているこのとき、悲しみ

を失ったこの時代に、神様が主のしもべにまず力を与えて、悲しむ者が幸いで

あると言われた主のみことばがこの場に成就しますように。 

異端があちこちに起きても悲しみを失ったこの時代に、信徒であってもシャーマ

ニズムに陥り方向を失ってさまよっているのに悲しみがないこの時代に、主が

働いてくださいと祈ります 

新しい伝道運動が始まりますように。  

まことの伝道運動が始まりますように。 

主の聖霊がこの場に働いてくださり、神様の心を私たちにくださって、正しい福

音の証拠を与えてくださいますように。 

霊的権威を回復させてくださって、教会ごとに生きた証拠をくださって、この時

間に天の門を開いてください。 

主のしもべが動くところごとに働いてくださって、主が暗やみの勢力が崩れ去り、

天の門が開かれて、天の軍勢が動員される時間になりますように。  

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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 イエスの誕生は(ルカ1:26-38)     
 私たちがみことばを聞くとき、自分の持っている知識や常識に合わせ

て、合うとか、合わないとかを考えていると、みことばが力になって恵み

になりません。みことばは、神様のことばなので、かならずそのとおりに

なると認め、なぜ、どうしてという質問をもって接するようにしましょう。 

 今日の聖書箇所は、御使いのガブリエルがマリヤに現れて、マリヤが男

の子を産むと告げる場面です。これは、ありえないことでした。マリヤは

処女であり、常識や知識では、それまでになかったことで、それ以後もな

い不可能なことです。御使いはマリヤに「恵まれた方」と言いましたが、

結婚していないのに身ごもったとわかれば、町には住んでいられないよう

になる、恥になることです。このように、まったく理解できず、不可能な

ことなのですが、ただひとつだけ、神様が預言されていたから、それはあ

りえることになるのです。 

 処女が身ごもることは、預言の成就でした。罪を犯して神様から離れ、

たましいがほろびて、すべての幸せ、祝福を失い、偽物の神であるサタン

に捕らわれて、のろいと地獄の勢力の中から出られない苦しみの中にいる

人間を救い出すために、神様は創世記3:15で女の子孫が蛇の頭を踏み砕く

ことを預言されました。その女の子孫は、普通に生まれるのではなく、イ

ザヤ7:14に処女から生まれると具体的に説明されていたのです。これは、

普通の人間ではなく、神様ご自身が人のかたちをとって来られるというこ

とです。人間の知識や常識では絶対にありえないのですが、そのように処

女から来られる方が「キリスト」であると預言されていたので、処女マリ

ヤが身ごもることによって来られる方こそ、メシヤ、キリストだというこ

とです。マリヤはありえないと言ったのですが、御使いは「聖霊の力」が

臨んで生まれる、神様にはできないことがないと言いました。できるとか、

できないということではなく、なぜ処女から生まれるのかという質問をす

るときに、イエスは創世記から預言されてきたキリストであるから、処女

から生まれないといけないということになるのです。 

 御使いはイエス様がお生まれになると、すぐれた者となり、いと高き方

の子と呼ばれ、ダビデの王位を受け継ぐ、聖なる者で、神の子だと言いま

した。それは、イエスはキリストだということです。 

 ルカがテオピロにこのように書いたのは、テオピロが信じているイエス

は、誕生を見ても、キリストであり、このイエスを信じる者は救われ、神

様と出会い、インマヌエルの祝福を受けるのだと伝えるためでした。 

 イエスはキリストなので、イエスを信じると救われて、すべての問題が

解決します。イエスを信じると、天にあるすべての霊的な祝福を受けるの

で、本当に幸せな神の子どもになります。すでに祝福されて、問題解決さ

れた者になるのです。この確信を正しく持って、心と頭を整理して、自分

の生き方のスタイルを変えていきましょう。まず、スタートをいつでもキ

リストと福音からはじめ、問題を問題として見るのではなく、祝福からス

タートしましょう。スタートをキリストにして、インマヌエルの祝福を味

わうと、神様がなさいます。それが神の国です。人生の方向をイエスの証

人として立つことに変えましょう。疲れて重荷を負う生き方ではなく、イ

エスがキリストゆえ、どんなところでも、いつでも幸いな者だと確認して、

ともにおられる神様に向かい、聖霊に満たされることに集中しましょう。

自分をすべて主に任せて、神様を主人とする聖霊充満になると、すべて変

わります。聖霊に満たされること以外はいらないと祈りに専念していきま

しょう。イエスは処女から生まれたキリストなので、聖霊に満たされるこ

とだけを求めて祈っていくように願います 

 


