
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 10/16-20(p)(10/14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 12/19-23(d)(12/13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)1 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 使 徒 信 条 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.43 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)202,157 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田渡長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ルカ3:21-38 

Ⅱ部:출8:25-32 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:間違って理解してるので 

Ⅱ部:양보할 수 없는 것 

………… 
 

張 寅 相 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)101,93 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/권한나 ………… 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、김길수 
 

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、五つの力を不えてくだ
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。
現実を通して丌信仰や思い煩い、疑いを
不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
丌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 (41) 

「福祉のための 24時祈りの使命者が必要です」 

(使 9：36－43) 

 
1．社会を正しく整える近道であるためです 

(1)利益を分配する人々、お金を目的にする

人々、食べて生きるための手段として福祉分

野で働く人は、成功できません。福祉はタビタ

のような人がするべきです (使 9：35－43) 

(2)成功、政治理念、思想理念などに基づく

福祉は、もっと大きな問題を起こすようになり

ます(使 16：16－20) 

(3)たましいを愛する心を持って正しい福祉を

しなければなりません 

 
2．福祉は伝道運動そのものであるためです 

(1)病んでいる人に力を与えなければなりませ

ん(使 3：1－12、8：4－8) 

(2)霊的問題を持っている人に答えを与えな

ければなりません  

(使 13：1－12、16：16－18) 

(3)貧しい人をいやさなければなりません  

(使 2：43－47) 

 
3．福祉は宣教の目的であり、方法であるため

です 

(1)偶像崇拝によって病気になっている者をい

やす働き (使 19：8－20) 

(2)霊的に病んでいる者をいやす働き  

(使 13：1－12) 

(3)思想によって病気になっている者をいやす

働き (使 16：16－40) 

 
そのため、福祉のために 24時祈る使命者が

必要です 

そのような人が一人、二人だけいても生かさ

れます (マタイ 18：18－20) 

 

일곱시대를 여는 주역(41) 

「복지를 위한 24시 기도 사명자가 필요합니다.」 

(행9:36-43) 

 
1. 사회를 바르게 하는 지름길이기 때문입니

다. 

(1)이익 분배하는 사람들, 돈을 목적으로 하

는 사람들, 먹고 사는 수단으로 하는 사람들

이 복지를 하면 성공하지 못합니다. 다비다

와 같은 사람들이 해야 합니다. (행9:36-43) 

(2)성공, 정치 이념, 사상 이념으로 하는 복

지는 더 큰 문제를 일으키게 됩니다.(행

16:16-40) 

(3) 영혼 사랑하는 마음으로 바른 복지를 해

야 합니다.  

 
2. 전도 운동 그 자체이기 때문입니다.  
(1) 병든 자에게 힘을 줄 수 있어야 합니다. 

(행3:1-12, 8:4-8)  

(2) 영적 문제 가진 자에게 답을 줄 수 있어

야 합니다. (행13:1-12, 16:16-18) 

(3) 가난한 자들에게 치유를 줄 수 있어야 

합니다. (행2:43-47)  

 
3. 선교의 목적이자 방법이기 때문입니다. 

(1) 우상으로 병든 자 고치는 사역 

(행19:8-20) 

(2) 영적으로 병든 자 고치는 사역 

(행13:1-12) 

(3) 사상으로 병든 자 고치는 사역 

(행16:16-40)  

 

그러므로 복지를 위한 24시 기도 사명자

가 필요합니다. 한 두 명만 있어도 살아

납니다.(마18:18-20)  

  

 

 

 

 
  

 

 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。(,功治-ﾌｨﾘﾌｨﾝ、ﾍﾞｽﾝﾎ､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、大学を生かす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. 信仰告白と祈りをカードにしました。常に携帯し活用しましょう。 

14.  

15.  

16. 

17.  

    先週の献金  

1. 十分の一 : 李賢淑、浅香年子、権ハンナ、栗田渡、新田眞代、張替泰子、朴宰範、倉敷教会 

2. 感謝献金 : 심주환,김현숙,초대교회 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 浅香年子、朴賢淑、人見菜穂子、張替浩介、 

朴宰範、橋本光一、栗田彰仁、倉敷教会 

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）李賢淑 
6. RUTC献金 : (埼玉りそな三郷4490700張寅相) 栗田渡、朴宰範 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 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：トーマス 

 

 

 

 



聖日メッセージ  주 일 메 시 지 

間違って理解してるので 
ルカ3:21-38 

 

今も人々は苦しみとさまよいの人生を生

きている。イエス様を正しく分かれば… 

 

１．人々から思われていたのは 

 1)ヨセフの子 

 2)4大聖人 

 3)ユダヤ人のメシヤ 

 4)西洋の宗教創始者 

 

２．しかし、イエス様は 

 1)キリスト 

 2)神様であり人として 

 3)人類の救い主 

 

３．誰でもイエス様を信じると 

 1)真の救い 

 2)神様の子ども 

 3)神様の同行 

 4)神様の保障 

 

結論：イエス様がキリストになるように 

    神の国を望みに 

    聖霊充満の約束の中に 

 
 

ㅡ

쁨

  

틀리게 아니까 
눅3:21-38 

 

지금도 사람들은 고통과 방황의 인생 

을 살고 있다.예수를 바로 알면… 
 

1.사람들이 알기로는 

 1)요셉의 아들 

 2)4대성인 

 3)유대인의 메시야 

 4)서양종교 창시자 
 
2.그러나 예수님은 
 1)그리스도 

 2)하나님이시며 사람으로 

 3)온 인류의 구원자 
 
3.누구든지 예수님을 믿으면 
 1)참 구원 

 2)하나님의 자녀 

 3)하나님의 동행 

 4)하나님의 보장 
 
결론:예수님이 그리스도 되시게 

     하나님 나라를 소망으로 

     성령충만의 약속 안으로 
 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(39) 
「製造業」 

(使10：1－6) 

 
タラッパンのメンバーは 175 種類の製造業に参

加しています。その中でも電子、通信分野に一

番多く参加されているようです。彼らがそれぞれ

の悩みごとについて語りました。大手企業に偏っ

ていること、お金持ちと貧乏の激しい差、悪用しよ

うとする人々、お金だけを重視する人々がいま

す。彼らは次世代に頼みたいことがあると言いま

した。未来の産業人であることを知り、無理のな

い投資をすること、現場から専門家まで一本道

を正しく、RUTC の夢を持っている者たちの集まり

を作るようにと頼みました。 

 

１．専門性を持つことが最優先です 

(使 10：1－6) 

(1)霊的な専門性 

(2)伝道の専門性 

(3)仕事の専門性 

  

2．製造業者たちは神様に大いに用いら

れました 

(1)使 9：36－43 

(2)使 10：1－45 

(3)使 18：1－4 

 

3．実際的な世界組織を作る必要があ

ります 

(1)お互いに助け合う組職 

(2)Remnant人材を見つける組織 

(3)教会と本部を生かす組織 
 

 

 

   OMC시대의전도자의삶(39) 
「제조업」  

(행10:1-6)  

  

우리 가족들이 175개 제조업종에 

참여하고 있습니다. 그 중에 전자, 통신 

부분이 제일 많은 것 같습니다. 그들이 

고민을 이야기했습니다. 대기업 편중화, 

부익부빈익빈, 이용하려는 사람들, 돈만 

생각하는 사람들 등이 있습니다.  

그들의 부탁이 후대에게 있었습니다. 

미래 산업인임을 알고 무리 없는 투자를  

할 것, 현장에서 전문인까지 한 길을 

제대로, RUTC의 꿈을 가진 자들의 

모임을 가질 것을 당부하였습니다.  

 
1.전문성을가지는것이최우선입니다.(행10:1-6) 

(1)영적 전문성 

(2)전도의 전문성 

(3)일의 전문성 

 
2. 제조업자들은 하나님께크게쓰임받았습니다. 

(1)행9:36-43 

(2)행10:1-45 

(3)행18:1-4  

 
3. 실제적인 세계조직을 만들 필요가있습니다. 

(1)서로를 도우는 조직 

(2)렘넌트 인재 찾는 조직 

(3)교회와 본부를 살리는 조직  

 

  

  

 

 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (39) 
「まず最初にしなければならないこと」 

(マタイ 6：32－33) 
 
1．まず、始める前に知っておくことが

あります 

                                                                         
(1)目に見える部分  肉体                    

(2)目に見えない部分  使命                       

(3)もっとも重要なこと 霊的状態                                

                                          

2．必ず先に味わわなければなりません 
(1)Remnant 7 人 

(2)初代教会 

(3)使 1：1－8、使 1：14、使 2：42、 

ローマ 16：1－27 

 

3．必ず霊的な目が先に開かれなければ

なりません 
(1)感謝の理由(ピリピ 4：6－7) 

(2)問題が問題にならない理由(ピリ 4：7) 

(3)挑戦すべき理由(マタイ 6：32－33) 

 

4．成り立つ段階に立たなければなりま

せん 
(1)祈りが成り立つと、すべてが成り立ち

ます(使 2：1) 

(2)みことばが成就されると、考えが変わ

ります(ピリピ 4：7) 

(3)伝道運動が成り立つと、世界征服が可

能です(使 1：8) 

 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(39) 

「가장 먼저 할 것」 

(마6:32-33) 

 

 

1. 먼저 알고 시작할 것이 있습니다. 
(1)눈에 보이는 부분   육신 

(2)눈에 안 보이는 부분   사명 

(3)가장 중요한 것 영적    상태 

 

 

2. 반드시 먼저 누려야 합니다. 
(1)렘넌트 7명  

(2)초대교회  

(3)행1:1-8, 행1:14, 행2:42, 롬16:1-27  

 

 

3. 반드시 영안이 먼저 열려야 합니다. 
(1)감사 이유(빌4:6-7) 

(2)문제가 안 되는 이유(빌4:7) 

(3)도전해야 할 이유(마6:32-33) 

 

 

4. 되어지는 단계에 서야 합니다. 
(1)기도가되어지면모든것이되어집니다. 

(행2:1) 

(2)말씀성취가되어지면생각이달라집니다. 

(빌4:7) 

(3)전도운동이 되어지면 세상을 정복할 수 

있습니다.(행1:8) 

 

現場を変える「契約の祈り」 

（使徒3:6-10） 

すると、ペテロは、「金銀は私にはない。しかし、私にあるものを 

上げよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい」と言って、 

彼の右手を取って立たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶしが強くなり、おどり上 

がってまっすぐに立ち、歩きだした。そして歩いたり、はねたりしながら、神を賛美し 

つつ、ふたりといっしょに宮に入って行った。人々はみな、彼が歩きながら、神を賛美 

しているのを見た。そして、これが、施しを求めるために宮の「美しの門」にすわって 

いた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き、あきれた。 

 

世界を創造された全能なる神様。 

私たちに真の福音の門を開けてくださって未信者と民族を生かすことができますように全

世界を掌握している暗やみの勢力を防ぐことができるように霊的な目を開いてくださ

い。 

生きておられる主が天の門を開いてくださり、マルコの屋上の間に臨まれた主の聖霊が霊

的な大きな力をくださって、まことの答えを受け、まことの信仰を不えられ、まことの

伝道運動をすることができるようにさせてください。 

生きた証拠が現れることができるように、今、この時間に働いてください。 

歩みごとにまことの答えを受けることができ、神様の願いである民族と世界を生かす伝道

運動が起きますように。 

福音をくださった神様が、福音を伝えることができるように働いてくださり、このことの

ために邪魔している枠を壊してくださって、足りないところを満たし、主の知恵を不え

てくださり、神様の福音を話すことができるようにさせてください。 

私たちの生活が変わりますように。 

熱心にするのではなく、ただ聖霊に導かれますように。 

未信者にまことの平安の福音を伝えることができるように働いてください。 

聖書にあるとおり、証拠が不えられると信じます。 

伝道運動を新しくはじめ、神様の新しい答えを受ける始まりをくださって、神様が祝福し

てくださって、耳がある者が聞く神様が備えられた場所に行くことができるように、神

様が備えられた祝福の現場を見ることができるように霊的な目を開いてください。 

危機にあっている世界教会が神様の生きた証拠を見て、証人の生活を送ることができます

ように。 

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10月9日 1部礼拝 

 イエスだけが誉められると(ルカ3:15-20)     
  意欲満々なのに、急に病気になって体が自由に動かなくなったり、一

番大事な場面で、過去の傷に捕らわれて倒れてしまったり、他の人には隠

してごまかしているのですが、人生を生きていると、どうしようもない自

分の弱さや限界を感じることがあります。複雑な世の中で、思ったとおり

うまくいくことはほとんどないでしょう。そのような中で、どうすれば良

いのか、今日の聖書から見てみましょう。 

 バプテスマのヨハネが、メシヤが来ているから、道をまっすぐにしなさ

いと切実な思いで人々に語ったところ、多くの人が集まって、いろいろ神

様がなさるわざも現れ、とても人気者になりました。そして、人々がヨハ

ネこそキリストではないかと言い始めたのです。そのとき、ヨハネは、び

っくりして、自分はただ道を備えるために用いられるだけで、なんの力も

なく、キリストであるイエス様が聖霊と火のバプテスマを授けられるので

あって、自分はその方の靴のひもを解く値打もない人間だと言ったのでし

た。その当時、靴のひもを解くのは、奴隷の中でも一番下の者がしたこと

だったのですが、それをする値打もないということです。なにかができる

としても、キリストによるもので、決して自分がやったのではないから、

勘違いしないようにと言ったのでした。 

そのようにヨハネは、自分のことを隠して、イエスの御名があがめられ、

イエスが高められることを望んだのですが、これが人生の勝利の秘密で

す。そして、自分が消えて、イエスがあがめられ、高められることは、良

心的に考えると当然のことなのです。そうでないと、信仰生活が重くなっ

てしまいます。 

 なぜイエスだけがあがめられ、高められるのでしょうか。人には、優れ

たこと、良いことはたくさんあります。自分でも他人が見ても自慢できる

ことはあります。人栺的に立派な人、才能、学歴、知識、指導力など、と

ても役立つこともあります。また、世界も認めるほどのすばらしい実績や

功績を持つ人もいます。たしかにすばらしいので、それさえあれば、幸せ

になれるのではないかと、勘違いしてしまうこともあります。しかし、こ

こではっきりさせておかなければなりません。 

 人間のどんなにすばらしいものをもってしても、絶対にできないことが

あるのです。人にいのちを不えること、ほとんどの人が気づいていない霊

的問題の解決は、人には絶対にできません。神様から離れ、いのちの根本

が断たれているのに、どんなに良いものがあっても、どうしようもありま

せん。サタンに支配され、サタンのしわざに捕らわれた運命には、まった

く役に立たないのです。ですから、まことの幸せと希望は、人間のすばら

しいことでは、絶対に不えられません。 

 人間では解決できないので、神様が解決のためにキリストを送ると約束

してくださいました。そのキリストがイエス様です。ですから、イエス様

だけに可能なのです。世にはとても良いものがありますが、キリストでは

ありません。イエスだけがキリストです。人間に本当に必要なのは、神様

と出会うことですが、キリストは聖霊と火とのバプテスマにより神様に会

うようにしてくださり、その祝福が豊かに現れるようにしてくださるので

す。キリストと、他の良いものは比べることはできません。明確に区分を

して、勘違いをしないようにしましょう。 

 救いはキリストによってだけなので、自分に優れていることがあると

か、ないとかは、まったく関係ありません。イエスしかキリストはおられ

ないのですから、イエスだけが高められ、あがめられることは良心であり、

当然、私がすべきことなのです。まず、自分の中にある考えと主張をキリ

ストといっしょにせず、キリストだけがあがめられるようにしましょう。

そして、現場においても、他のことも理論、方法でもなく、ただキリスト

が高められるようにしましょう。答えられるとしても、自分がなにかをし

て偉いかのように高ぶる必要はありません。反対になにもないからと、落

胆する必要もありません。ただ、自分を隠してキリストがあがめられるよ

うにして、大胆にキリストを伝えて行くようにしましょう。ただキリスト

だけを握って集中する一週間になることを祈ります。 

 

 


