
 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)23 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.39 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)209,157 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田渡長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ルカ2:41-51 

Ⅱ部:출4:10-17 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:イエス様がわかれば 

Ⅱ部:최고의 방법 함께 

………… 
 

張 寅 相 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)98,434 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/하오신 ………… 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:鄭海寅長老 

献金:新田眞代、전미란 
 

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 (37) 

「一つになること(Oneness)が何かを知ってこそ、 

成功できます」 

(ピリピ 1：6) 
 

 

1．神様のご計画が知る者たちの考えが集まる所に

は、必ずまことの成功があります 

(1) ヨブ 23：10－14 

(2) Ⅰ歴 29：10－14 

(3) マタイ 28：16－20 

(4) 使 1：1－8 

(5) 使 19：21 

 

2．聖霊の導きを受ける人たちの出会いによって、

大きな祝福とまことの成功の人生を味わうことがで

きます 

(1) ピリピ 1：6、12－14  

(2) 使 27：10－25  

(3) ローマ 16：1－27の人々  

 

3．神様に最高の栄光をささげることが、一つになる

大成功への近道です  

(1)怠けたり、急ぎません。神様に一生をかける生

活です 

(詩 78：70－72、Ⅰサムエル 17：1－47) 

(2)最高の計画のために毎日、神様と人の前で献

身します 

(創 39：1－6、40：1－20、45：1－5) 

(3)自分に任された分野、仕事、教会のために、最

高に献身して仕えます 

 

 

일곱시대를 여는 주역(37) 

「하나 되는 것(Oneness)이 무엇인지 알아야 성

공할 수 있습니다.」 

(빌1:6) 

 

1. 하나님의 계획을 아는 사람들의 생각

이 모이는 곳에는 반드시 참 성공이 있

습니다. 

(1)욥23:10-14 

(2)대상29:10-14 

(3)마28:16-20 

(4)행1:1-8 

(5)행19:21  

 

2. 성령 인도 받는 사람과 또 다른 사람

이 만나면 큰 축복과 그리고 참된 성공

의 삶을 누릴 수 있습니다.  

(1)빌1:6, 12-14  

(2)행27:10-25  

(3)롬16:1-27 사람들  

 

3. 하나님께 최고 영광을 돌리는 것이 

하나 되는 큰 성공의 길로 가는 지름길

입니다.  

(1)게으르지 않습니다. 서두르지 않습니

다. 하나님께 생을 거는 삶입니다. 

(시78:70-72, 삼상17:1-47) 

(2)하루하루를 최고의 계획을 놓고 하나

님과 사람 앞에 헌신합니다. 

(창39:1-6, 40:1-20, 45:1-5) 

(3)나의 맡은 분야, 일, 교회를 최고의 

헌신으로 섬기게 됩니다. 

(행4:32-37, 행6:1-7) 

 

 

 

 
  

 

 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しましょう。 

12. RT核心を盛り上げていきましょう。(土曜の午後2時)  

13. 2012年日本レムナント大会のポスターを公募します。9/19まで 

14.9/29-10/2キャンプ、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。 

15.9/23(金)中高生のお泊り文化教室があります。午前10時から始まります。 

16. 

17.  

    先週の献金  

1. 十分の一 : 張替淳子、橋本光一、 

2. 感謝献金 : 大沢裕子、朴宰範 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 李賢淑、張替淳子、栗田彰仁 

 

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）張寅相、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)李賢淑、張替淳子、橋本光一  

 

7. 建築献金 : (武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 李賢淑、張替淳子、張替浩介  

○＃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 

イエス様を正しくわかると 
ルカ2:41-51 

 
クリスチャンは見る目が違ってなければ

ならない。イエス様を知らないことが・・ 

 

１．イエス様は 

 1) 神様の約束メシヤ 

 2) 神様の愛 

 3) 十字架を背負い 

 4) 復活なさった主 

 

２．イエス様がわかれば 

 1) 余計な苦労、さまよいはなくなり 

 2) 問題解決より解決されていると 

 3) 愛を求めるより愛されていることを 

 4) 環境、条件より幸せであることを 

 

３．イエス様をぼやかすもの 

 1) 肉的内容 

 2) 親、信徒、教会 

 3) ゴミに包まれているダイア 

 

結論： イエス様をぼやかすのを取り除こ 

    う 

    問題のポイントを問題でなくイエ 

    ス様の方に 

    聖霊充満を味わう祈りの中に    

ㅡ

쁨

  

예수를 바로 알면 
눅2:41-51 

 
신자들은 문제보는 눆이 달라야  

한다.실은 예수를 모르는 것이… 
 
1.예수님은  

 1)하나님의 약속 메시야 

 2)하나님의 사랑 

 3)십자가를 지시고 

 4)부활하신 주님 
 
2.예수님을 알면 

 1)쓸데없는 고생,방황을 끝내며 

 2)문제해결보다 해결되었음을  

 3)사랑구하기보다 사랑받았음을 

 4)환경과 조건보다 행복함을 
 
3.예수님을 가리는 것들 

 1)육신적 내용 

 2)부모,신자,교회의 연약함 

 3)휴지에 싼 다이아 
 
결론:예수님을 가리는 담을 허물라 

     문제의 포인트를 문제가 아 

     니라 예수님께로 

     성령의 충만을 누리는 기도 

     속으로  

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(35) 
「経営分野」 

(使9：36－43) 

 
300 万を超える経営の分野に、1200 万人

もの人が各種の中小企業に参加していま

す。ということは、大人の半分が参加してい

ると見ることができます 

それならば、世界人口の半分が経営者とし

て産業に参加している、もっとも大きな宣教

の畑です 

 

1．聖書の隠れた伝道者たちがいました 

(1)使 2：9－11 

(2)使 9：36－43 

(3)使 10：1－6 

(4)使 16：15 

(5)使 18：1－4 

   

2．もっともよい伝道の機会 
(1)エリート層 (CEO) 

(2)現場の専門家 

(3)現場の庶民層 

 

3．もっともよい宣教の機会 
(1)唯一性の弟子  

(使 13：1、16：15、17：6) 

(2)機能宣教師 (使 18：1－4) 

(3)宣教後援者 

(ローマ 16：1－2、3－5、23) 

 

 

   OMC시대의전도자의삶(35) 
「경영 분야」  

(행9:36-43)  

  

300만개가 넘는 경영 분야에 1천200만 

명이나 각종 중소사업에 참여하고 

있습니다. 성인의 절반이 참여하고 

있다고 보면 됩니다. 그렇다면 세계 

인구 절반이 경영자 산업에 참여하고 

있는 가장 큰 선교의 밭입니다.  

 

1. 성경의 숨은 전도자들이었습니다. 

(1)행2:9-11  

(2)행9:36-43  

(3)행10:1-6  

(4행16:15  

(5) 행18:1-4  

 

2. 가장 좋은 전도의 기회 

(1)Elite층 (CEO) 

(2)현장 전문인 

(3)현장 서민층  

 

3. 가장 좋은 선교의 기회 

(1)유일성 제자(행13:1, 16:15, 17:6) 

(2)기능 선교사(행18:1-4) 

(3)선교 후원자(홈16:1-2, 3-5, 23)  

  

 

 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (35) 
「限界を乗り越えた人々」 

(使 1：8) 

 

 

すべての人には限界があります。そのた

め、一つだけ上手にできても良いのです。 

しかし、牧会、伝道運動、Remnant 運動な

どは、一つだけが上手にできては成り立

ちません。すべての限界を乗り越えなけ

ればなりません。しかし、神様はその方

法を与えられました。 

 

1．7 人の Remnant 

(1)創 41：38 

(2)出 3：18－20 

(3)Ⅰサムエル 3：19 

(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．使 1：8 の初代教会 

(1)使 1：1   (2)使 1：3    

(3)使 1：8 

 

3．私たちが持つべき力 

(1)使 1：14   

(2)使 2：1 

(3)使 2：42 

(4)使 6：1－7 

(5)使 12：1－25 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(35) 

「한계를 극복한 사람들」 

(행1:8) 

 
 

모든 사람들은 한계가 있습니다. 

그러므로 한 가지만 잘해도 됩니다.  

그러나 목회, 전도운동, 렘넌트 운동은 

한 가지만 잘해서는 될 수가 없습니다.  

모든 한계를 넘어설 수 있어야 합니다. 

그러나 하나님은 그 방법을 주셨습니다.  

 

1. 7명의 렘넌트  

(1)창41:38 

(2)출3:18-20  

(3)삼상3:19  

(4)삼상16:13, 23 

(5)왕하2:9-11  

(6)사6:1-12, 13  

(7)딤후2:1  

 

2. 행1:8의 초대교회  

(1)행1:1  

(2)행1:3  

(3)행1:8  

 

3. 우리가 가져야 할 힘  

(1)행1:14  

(2)행2:1  

(3)행2:42  

(4)행6:1-7  

(5)행12:1-25  

  
 

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9月11日 1部礼拝 

 選ばれた人たち(ルカ2:25-33)     
 自分はいったいだれなのかという自己発見はできていますか。本当の正

しい自己発見は、自分と神様との関係から始めるべきです。神様と自分の

関係を基準にして自己発見をし、正しい道を進みましょう。 

 今日の聖書箇所は、イエス様が生まれて8日目の割礼のために行った神

殿で、シメオンに会った場面です。最初にイエス様の誕生を知らされた羊

飼い、そして今日の聖書箇所のシメオン、そのあとに年老いたやもめのア

ンナが出てきますが、その人々は、神様に選ばれた人でした。この地上に

は二種類の人がいます。神様に選ばれた人なのか、そうではない人なのか、

この二種類です。ですから、私たちが正しく自己発見するために、最大の

ポイントとすべきなのは、自分が神様に選ばれた者なのかどうかというこ

とです。では、選ばれた人の特徴はなんでしょうか。 

 神様に選ばれた人はイエスがどういう方か分かります。それは、身分や

水準とは関係ありません。選ばれているなら、そのようなことと関係なく、

イエスのことを理解できるのです。羊飼いは、天使が来て、赤ん坊が生ま

れ、その方が主、キリストだと伝えたときに、なにがキリストなのかとは

言わずに、確認しに行き、イエスを見て感謝しました。真夜中に天使が言

うことを疑うことがなかったのは、選ばれていたからです。私たちが、イ

エスを救い主として信じることは、軽いことではなく、奇跡以上の不可能

なことであり、選ばれた者だということなのです。シメオンは、8日目の

赤ん坊を見て、主の救い、異邦人の光と言い、贖いのいけにえという預言

までしました。また、アンナも贖いを待ち望んでいた人に、イエスのこと

を伝えました。このように、選ばれた人の特徴は、イエスのことが分かる

のです。 

 イエスのことが分かる結果、選ばれた人は、イエスを心から喜ぶように

なります。羊飼いは、赤ん坊を見て礼拝して、賛美しながら帰っていきま

した。選ばれていたから、喜び、賛美したのです。また、シメオンも幼子

を抱き、主をほめたたえました。アンナは、多くの人に救いのためのキリ

ストだと語りました。イエスを喜び、イエスが喜びの原点になることが選

ばれた人の特徴です。 

私たちもイエスのことが分かり、イエスのことを喜ぶことを、自己発見の

最大のポイントにするようにしましょう。そのように正しい自己発見をし

て、自分は神様から選ばれている者ならば、自分は尊い存在なのだと確認

しましょう。自分はだめな人間だという思いを捨てましょう。パウロは、

それが分かっていたので、他のことはちりあくただと告白しました。状況

や自分の弱さはまったく関係ありません。選ばれているから尊い存在なの

です。そして、選ばれているので、キリストの中にある祝福は、すべて自

分のものになっています。それゆえ、本当に自分は幸いな者だと認めまし

ょう。問題や状況は変化しても選びは変わることがなく、キリストにあっ

て、天にある霊的な祝福は自分のもので、罪、のろいの運命から解放され、

神様が同行されて、勝利が保証されている者なのです。つまり、すべての

問題は終わっています。世の中に未練も、うらやむこともありません。聖

霊の力を与え、聖霊に満たすために選ばれた、使徒1:8にある証人の約束

の主人公なのです。イエスの証人にするために、神様が選ばれました。そ

の自分を発見しましょう。使徒1:8を思い出して、集中していきましょう。 

選ばれた者ですから、自分に対する考えを修正し、邪魔されることのない

身分の確信を持ちましょう。祝福の身分で、聖霊の満たしを祈る特権を与

えられました。邪魔されることのない祈りの確信を持ちましょう。そして、

自分を証人とされるという、邪魔されることのない伝道の確信を持ちまし

ょう。クリスチャンとしての正しい自己発見をして、自分はだれかを確認

してスタートする一週間になることを祈ります。 

 

 

 


