
 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)23 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 信 仰 告 白 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.65 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)192,202 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 栗田 渡長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ルカ5:117-26 

Ⅱ部:출14:26-31 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:罪を赦す権威を 

Ⅱ部:앞만 바라보고 

………… 
 

張 寅 相 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)189,351 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 新田眞代/이인숙 ………… 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:石井幸子、권한나 
 

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 (46) 

「教会を生かす人々」 

(Ⅱテモテ 2：1－7) 
1．神様に最も嫌われることは何でしょうか 
福音を伝えない教権です。教権は、教会を利用し

て、ポジション争い、利益争い、教勢争い、物質争

い、神学争いをすることです。ユダヤ教は、このよう

な争いにより、1000年以上呪われました。中世教

会があらゆる争いに集中し、世界戦争を引き起こし

ました。福音を伝える教会ならば、小さな教会でも

神様に喜ばれます。 

 

2．神様は、教会を生かす人々を一番喜ばれ

ます 
(1)17%のうつ病、その中で 10%は自殺、精神病の

急増、離婚、殺人、レイプ、強盗の急増、ギャンブ

ル、麻薬の急増などは、霊的問題であるため、霊

的な答えがなければなりません。その答えはキリス

トです。キリストを伝える教会をもっとも喜ばれます。 

(2)教会内の葛藤、教会の紛争、教会の問題を見

て、救われた人々が離れていくほどであり、教会は

侮辱されています。ただ福音だけを伝える教会を、

神様はもっとも喜ばれます。 

(マタイ 28：16－20、マルコ 16：25－20、使 1：8) 

(3)教役者は無能で、重職者は無気力、信徒たち

はさまよっています。これらを悪用するカルトキリスト

教団体を、神様はもっとも嫌われます。すべての教

会は起き上がり、初代教会に戻らなければなりませ

ん。(使 2：1－47) 

 

3．その中でも、未自立教会を生かすことを一

番喜ばれます 
(1)ボランテイア活動、色んな宣教活動はしていま

すが、未自立教会は放置されています 

(2)大型教会、企業のような教会は多くても、未自

立教会を生かす教会はありません 

(3)神様の一番の願いは、未自立教会を生かすこ

とです(Ⅰコリント 15：58、マタイ 10：40－42) 

 

 

일곱시대를 여는 주역(46) 

「교회를 살리는 사람들」  

(딤후2:1-7) 

 
1. 하나님이 제일 싫어하시는 것이 무엇일가

요?  
복음 전하지 않는 교권입니다. 교권은 교회를 이

용하여 자리 다툼, 이익 다툼,  

교세 다툼, 물질 다툼, 신학 다툼을 하는 것입니

다. 유대교가 이 일을 하다가  

1000년이 넘게 저주를 입었습니다. 중세 교회가 

이 일을 하다가 세계 전쟁을  

유발시켰습니다. 우리가 복음 전하는 교회라면 작

은 교회라도 하나님은 기뻐하십니다.  

 

2. 하나님은 교회 살리는 사람들을 제일 기

뻐하십니다.  
(1)17% 우울증, 그 중의 10%는 자살, 정신병 급

증, 이혼, 살인, 강간, 강도 급증,  

도박, 마약 급증은 영적 문제 이므로 영적인 답이 

있어야 합니다.  

그 답이 그리스도입니다. 이 일 하는 교회를 제일 

기뻐하십니다. 

(2)교회 갈등, 교회 분쟁, 교회 문제를 보고 구원 

받은 사람들이 도망 갈 정도이며  

욕을 먹고 있습니다. 오직 복음만 전하는 교회를 

제일 기뻐하십니다. 

(마28:16-20, 막16:25-20, 행1:8)  

(3)교역자 무능, 중직자 무기력, 교인은 방황하고 

있습니다. 이를 악용하는  

사이비 기독교 단체를 하나님은 제일 싫어하십니

다. 모든 교회가 일어나 초대교회로 돌아가야 합

니다.(행2:1-47)  

 

3. 미자립 교회 살리는 것을 그 중에서 가장 

기뻐하십니다.  
(1)큰 봉사 활동, 큰 선교 활동은 해도 미자립 교

회는 방치되어 있습니다. 

(2)대형 교회, 기업 교회는 많아도 미자립 교회를 

살리는 교회는 없습니다. 

(3)하나님이 가장 먼저 원하시는 것은 미자립 교

회를 살리는 것입니다. 

(고전15:58, 마10:40-42)  

 

 

 

 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/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. 今日は収穫感謝礼拝として捧げました。感謝のクリスチャンになりましょう。2部礼拝後食事会が 

  ありますので楽しんで交わって下さい。 

15. レムナント大会ポスター公募を延長します(12/2まで)。 

16.12/24(土)共立病院からクリスマス賛美を頼まれました。参加者を募集しますので、残って今日 

  から練習しましょう。 

  

 先週の献金  

1. 十分の一 : 新田眞代、朴賢淑、橋本光一、倉敷教会 

2. 感謝献金 : 無名2 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 権ハンナ、人見菜穂子 

 

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）張寅相、李賢淑 

6. RUTC献金 : 
(埼玉りそな三郷4490700張寅相)  

 

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

罪を赦す権威をもっていることを 
ルカ5:17-26 

 

疲れて重荷を負っていながら、しかしそ

の深い根が罪にあることを知らないので

さまよい続ける。 

 

１．罪を赦しされないと 

 1)原罪、罪過、先祖の罪 

 2)生まれながら御怒りを(ｴﾍﾟｿ1:3) 

 3)空中の権威をもつ者に(ｴﾍﾟｿ1:2) 

 4)裁きが定まっていて(ﾍﾌﾞﾙ9:27) 

 5)破滅、災い、崩壊の運命に 

 

２．他に道はない 

 1)泣いても、頑張っても、我慢しても 

 2)すべての人が罪を(ﾛｰﾏ3:23) 

 3)神のほかには 

 4)キリストを通して(創世記3:15) 

 

３．イエスがキリスト 

 1)誰でも主の御名を呼べば(ﾛｰﾏ10:13) 

 2)信じて受け入れると(ﾖﾊﾈ1:12,5:24) 

 3)信仰により義と認められ(ﾛｰﾏ3:23-25) 

 4)滅びることなく永遠のいのちを(ﾖﾊﾈ3:16) 

 

結論：罪の赦しと救いの確信をもって 

    喜んで新しい人生に向け 

    真の感謝と賛美をもって 

   

ㅡ

쁨

  

죄 사하는 권세가 있는 줄을 
눅5:17-26 

 
수고하고 무거운 인생을 살며 그 

러나 그 깊은 뿌리가 죄에 있음을  

몰라 계속 방황하게 된다. 

  

1.죄 사함을 얻지 못하면 

 1)원죄,자범죄,조상죄 

 2)본질상 진노의 자녀로(엡1:3) 

 3)공중권세 잡은 자를 따라(엡1:2) 

 4)심판이 있으리니(히9:27) 

 5)파멸과 재앙,무너짐의 운명에 
 
2.다른 길은 없다 
 1)울어도,참아도,애써도 

 2)모든 사람이 죄를(롬3:23) 

 3)하나님만이 

 4)그리스도로(창3:15) 
 

3.예수가 그리스도 
 1)누구든지 주의 이름을(롬10:13) 

 2)믿고 영접하면(요1:12,5:24) 

 3)믿음으로 의롭다함을(롬3:23-25)  

 4)멸망치않고 영생을(요3:16) 
 
결론:죄사함과 구원의 확신 가지고 

     기쁨으로 새로운 인생을 

     참된 감사의 찬양과 함께 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(44) 
「他のものではOMCを 

生かすことができません」 

(使1：8) 
 

1．ただ福音をまことに味わうと、自分が

変わるようになります 

(1)マタイ 16：13－20 

(2)マタイ 17：1－9 

(3)マタイ 28：1－20 

(4)使 1：1－8 

 

2．ただ聖霊の導くを味わうと、教会を生

かすことができます 

(1)使 1：14 

(2)使 2：1－4 

(3)使 2：41－42 

(4)使 2：43－47 

 

3．ただ聖霊の満たしを味わってこそ、

事業を生かすことができます（使 1：8） 

(1)霊力 －霊的な力 

(2)知力 －神様から与えられる力 

(3)体力 －みことば、恵みの力 

(4)経済力－伝道、宣教のための経済  

(5)人力 －人を生かす力  
 

 

   OMC시대의전도자의삶(44) 
「다른 것으로는 OMC 살릴 수 없습니다.」  

(행1:8)  

  

 

1. 오직 복음을 참으로 누리면 내게 

변화가 일어납니다.  

(1)마16:13-20 

(2)마17:1-9 

(3)마28:1-20 

(4)행1:1-8  

 

2. 오직 성령인도 누리면 교회를 살릴 

수 있습니다. 

(1)행1:14 

(2)행2:1-4 

(3)행2:41-42 

(4)행2:43-47  

 

3. 오직 성령 충만을 누려야 사업을 

살릴 수 있습니다.(행1:8) 

(1)영력 – 영적인 힘 

(2)지력 – 하나님이 주시는 힘 

(3)체력 – 말씀 은혜의 힘 

(4)경제력 - 전도, 선교를 위한 경제 

(5)인력 – 사람 살리는 힘  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (44) 
「神様から与えられたものを正しく味わうと」 

(ピリピ 3：1－21) 
 

1．神様の最大な贈り物は、一人子であるイエ

ス・キリストです 

(1)三つの災いの解決 

①呪い     ②サタン      

③地獄 

(2) 三つの答え 

①救い     ②天の御国      

③神の子 

(3)三つの天の御国 

①キリスト     ②国     

③御座 

(4)今日 （仕事） 

①時刻表     ②道しるべ      

③目標 

(5) 伝道 （他の人） 

(6) 宣教 （他の文化、他の国） 

①使 1：8     ②天の軍勢     

③暗やみに勝つ 

 

2．この祝福を味わう時に起きることを味わう

べきです 

(1)教会  

①使 2：1－47   ②使 11：19－30     

③ロ－マ 16：1－27 

(2)キャンプ 

①使 13：1－12    ②使 18：1－4     

③使 19：8－20 

(3)世界 

①マタイ 28：16－20   

②マルコ 16：15－20      

③使 1：8、9－11 

 

3．完全な保証を味わうべきです 

(1)ピリピ 3：8－9  

(2)ピリピ 3：12－14  

(3)ピリピ 3：20－21 

 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(44) 

「하나님이 주신 것을 제대로 누리면」 

(빌3:1-21) 

 
1. 하나님의 최대 선물은 독생자 예수 

그리스도이십니다.  

(1)3재앙 해결 

①저주 ②사단 ③지옥 

(2)3응답 

①구원 ②천국 ③자녀 

(3)3천국 

①그리스도 ②나라 ③보좌  

(4)오늘(일) 

①시간표 ②이정표 ③목표 

(5)전도(다른 사람) 

(6)선교(다른 문화, 다른 나라)  

①행1:8 ②천군 천사 ③흑암 이김 
 

 

2. 이 축복을 누릴 때 일어나는 것을 

누려야 합니다.  

(1)교회 

①행2:1-47 ②행11:19-30  

③롬16:1-27  

(2)캠프 

①행13:1-12 ②행18:1-4  

③행19:8-20  

(3)세계 

①마28:16-20 ②막16:15-20  

③행1:8, 9-11 
 

3. 완전한 보장을 누려야 합니다. 

(1)빌3:8-9 

(2)빌3:12-14 

(3)빌3:20-21  
 

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、まことの信仰を与えられ、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、主の知恵を与え

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、証拠が与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11月13日 1部礼拝 

 人生のターニングポイント(ルカ5:1-11)     
   神様は人を愛しておられ、勝利の人生になるように祝福されます

が、そのために、ひとりひとりに人生のターニングポイントを与えられま

す。聖書には、たくさんの例がありますが、今日の聖書箇所のペテロを見

ながら、私たちも本当の祝福の人生を歩み出すターニングポイントを持つ

ようになりましょう。 

 今日の聖書では、イエス様がペテロの船を借りてみことばを伝えられ、

そのあとに「深みにこぎだして網をおろしなさい」と言われます。そこで

魚を昔からとっていたプロのペテロは、その時間に魚がとれるはずもない

と思ったのですが、とにかくやってみたのです。そうしたら、船が沈みそ

うになるほど、大量の魚がとれ、ペテロはそこで、自分の常識、知識、経

験をすべてくつがえされて、イエス様の前にひれ伏し、なにもかも捨てて

イエス様に従って行ったのでした。 

 ペテロはそれまでイエス様のことを知っていたのですが、そのイエスが

キリストだと発見したとき、ターニングポイントとなって人生が変わった

のです。ペテロは、大量の魚を見たのではなく、イエスがキリストなのを

見たのでした。ペテロはユダヤ人なので、イスラエルの歴史の中で、どん

なことがあってもだめで、希望がなく、ただメシヤ（キリスト）しか希望

がないというメシヤ待望思想をよう知っていました。だれもがメシヤだけ

が希望だから、メシヤを待ち望んでいたのですが、魚がとれたのを見て、

イエス様こそ、その唯一の希望であるメシヤ=キリストだと悟ったのでし

た。すべての問題の解決であり、永遠なる希望のキリストが、自分の目の

前にいるイエス様だと発見したのです。 

 ペテロはそれを発見して、魚にこだわったのではなく、イエス様の足元

にひれ伏して、自分が罪深い人間だと認めました。それは、今までの自分

の人生、すべてが崩れて、全否定したということです。いままでまちがっ

ていたことを認め、自分はキリストでないと助からない罪人ですから、あ

なたが必要ですとイエス様を救い主、主として迎えるようになったので、

足元にひれ伏したのでした。 

 そのとき、イエス様から新しい人生をくださるようになります。ペテロ

にイエス様は「これからは人間をとるようになる」と言われました。魚を

とって、自分の生計をたて、良い暮らしをすることを希望にして生きてき

た、そのような人生は終わって、これからは人生を生きる理由が新しくな

ったということです。それまで主であったことが、すべて副になり、主業

と副業が区分されるようになります。新しい人生のメイン（主）は、唯一

の希望であるキリストによって人のたましいを助ける福音宣教です。それ

こそが、本来の人間の在り方で、人間らしい生き方です。伝道者として生

きることがメインで、あとは副であり、どうでも良いことなのだと未練を

残さないようにしましょう。ペテロはなにもかも捨ててイエス様に従いま

した。私たちも、伝道のために生きると、生きる理由はただ証人となるた

めだと告白しましょう。そのとき、イエス様が「これから、わたしがあな

たの責任を持とう。わたしと同じ仕事をしよう」と言ってくださるのです。 

 イエス様の前にひざまずき、本来の人生を発見して、なにもかも未練な

く、すべて捨て、イエス様に従い、福音宣教のために生きるとターニング

ポイントを迎えましょう。そうすれば、レベルの違う人生がはじまり、初

代教会のようにイエス様がしるしと奇跡をもってともに働いてくださり、

世の終わりまでともにいてくださることを体験し、弟子に会い、暗やみの

文化が光の文化に変わるのを見せてくださるでしょう。 

 弱くても神の子どもとしての誇りを持ち、足りなくても伝道者の確信を

持って、残りの生涯を堂々と歩みましょう。神様がそのスタートとなるタ

ーニングポイントを用意しておられるので、見つけて新しい人生をはじ

め、勝利のあかしが日々与えられる、前方だけ見て進んで行くクリスチャ

ンになりましょう。 

 

 

 


