
 集 会 案 内  

[ 聖 日 礼 拝 ]  [ 日 曜 学 校 ] 1 次 合 宿 12/04-08(p)(12/02まで) 

1部 礼拝  10:30 子どもの礼拝 14:00 Team 合 宿 12/25-29(p)(12/16まで) 

2部 礼拝  12:30 中 高 礼 拝 12:00 70 人 合 宿 01/22-24(d)(01/16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)14 ………… 会      衆 

   告    白 ………… 信 仰 告 白 ………… 会      衆 

   交    読 ………… No.51 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)184,495 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 鄭 海寅長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ルカ5:27-39 

Ⅱ部:출15:1-18 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:新しいぶどう酒は新しい皮袋に 

Ⅱ部:찬송으로 시작하라 

………… 
 

張 寅 相 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)493,46 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 石井幸子/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:佐々木洋朗長老 

献金:小島美智子、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 (47) 

「文化を専門化させなければなりません」 

(使 16：16－40) 

先週、麻薬患者たちの苦しさを表現したミュ

ージカルを観ました。麻薬よりもっと恐ろしいも

のは、麻薬患者を理解する目がないということ

を改めて確認するすばらしい機会でした。 

 
１．福音のために私が持っている小さなことを文化

化させなければなりません。ある Remnantは簡単

な情報紙を作って、人々に渡し、たくさんの実を結

びました。ある方は、家族新聞を作って近所に配っ

たりもしました。 
(1)詩 78：70－72 羊を飼うことを祝福文化にした

ダビデは、そこで多くの文を残しました 

(2)創 39：1－6 奴隷の生活を成功文化にさせま

した 

(3)使 9：36－43 弟子であるタビタは、小さな職業

を地域を生かす文化にさせました 

2.自分が持っている文化を専門化させなければな

りません 

(1)ダビデは、賛美を通して悪霊を追い出す専門性

を表しました (Ⅰサムエル 16：23) 

(2)パウロは、賛美を通して伝道の奇跡を表しました 

(使 16：19－40) 

(3)ルターは、自分の学文を聖書の翻訳にささげま

した (ローマ 1：16－17) 

3．世界宣教のために、ミュージカル、オペラ、絵

画、書道、写真、映画、演劇などを専門化させな

ければなりません 

(1)専門化とは、一つの方向をおいて作品を作るこ

とです 

(2)伝道、学業、職業、事業もそのようにしなければ

なりません 

(3)伝道、宣教のために、特殊な分野の専門性を

持つべき時刻表が来ました 

使 16：16－40には、いくつかの大きな答えが

あります自分なりに見つけて、祈りの答えにし

ましょう 
 

 

 

일곱시대를 여는 주역(47) 

「문화를 전문화 시켜야 합니다.」  

(행16:16-40) 

지난 주에 마약 환자들의 어려움을 다루는 뮤지컬

을 보았습니다. 마약보다 더 무서운 것이 마약 환

자를 이해하는 눈이 없는 것이라는 것을 다시 한

번 확인하게 되는 좋은 기회였습니다.  

 
1. 복음 때문에 나의 가진 작은 것을 문화화 시켜

야 합니다. 어떤 렘넌트는 작은 소식지를 만들어 

사람들에게 전달하여 많은 열매를 얻었습니다. 어

떤 분은 가족 신문을 만들어 이웃에게 돌리기도 

했습니다.  

(1)시78:70-72 양치는 것을 축복 문화로 만

든 다윗은 그 곳에서 많은 글을 남겼습니다. 

(2)창39:1-6 노예의 삶을 성공 문화로 만들

었습니다.  

(3)행9:36-43 제자 다비다는 작은 직업을 

지역 살리는 문화로 만들었습니다.  

 
2. 자신이 가진 문화를 전문화 시켜야 합니다.  

(1)다윗은 찬양을 통해 귀신을 쫓는 전문성

을 나타내었습니다.(삼상16:23) 

(2)바울은 찬양을 통해 전도의 기적을 나타

냈습니다.(행16:19-40) 

(3)루터는 자신의 학문을 성경 번역하는데 

바쳤습니다.(롬1:16-17)  

 
3. 세계 선교를 위해 뮤지컬, 오페라, 그림, 서예, 

사진, 영화, 연극 등을 전문화시켜야 합니다. 

(1)전문화란 한 방향을 놓고 작품을 만드는 

것입니다. 

(2)전도, 학업, 직업, 사업도 그렇게 해야 합

니다. 

(3)전도, 선교를 위해 특수한 분야의 전문성

을 가져야 할 시간표가 왔습니다. 

 

행16:16-40에는 몇 가지 큰 응답이 있습니

다. 나름대로 찾아서 기도 응답으로 삼읍시

다.  

 
  

 

 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. 青少年修連会(12/26(月)-28(水)沼津イエス教会)があります。申し込みは１２中旬までです。 

15. 青年修連会は2012年１月8(日)-9(月)沼津イエス教会で行います。(申請は12月18日まで) 

15. レムナント大会ポスター公募を延長します(12/5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(牧師夫人)。 

17.張先生は第3国総神の講義のために出かけますので祈って下さい。 

 先週の献金  

1. 十分の一 : 大竹昌枝、小嶋美智子、金吉秀、張元 

2. 感謝献金 : 大竹昌枝 

3. 宣教献金 : 
(足利銀行岩槻408-2716765田中玲子) 大竹昌枝、小嶋美智子、金吉秀 

 

4. 特別献金 : 
地域礼拝、多楽房(自民党)、韓国RUTC(大竹昌枝)、収穫感謝-多数 

 

 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) 大竹昌枝、小嶋美智子、金吉秀 

 

7. 建築献金 : 
(武蔵野-東大宮 032-1080321小嶋美智子) 大竹昌枝、小嶋美智子、金吉秀 

 

○＃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 

新しいぶどう酒は新しい皮袋に 
ルカ5:27-39 

 

どういう考えをもっているかは生涯を左

右し、その考えは考え方の枞(基準)から

生じる 

 

１．イエス様以前の基準 

 1)義人と罪人 

 2)祝福と呪い 

 3)真の敬虔 

 4)道徳と律法、伝統の枞 

 

２．イエス様以降の基準 

 1)イエス様に向かうことが義 

 2)イエス様と共にいる事が祝福 

 3)イエス様を味わうことが敬虔 

 4)福音の新しい枞 

 

３．イエスはキリスト 

 1)唯一の答え、希望 

 2)絶対的な希望 

 3)完全なる希望 

 

結論：以前の枞を捨て(ｶﾞﾗﾃﾔ2:20) 

   イエス様にあって新しい枞を   

ㅡ

쁨

  

새 포도주는 새 부대에 
눅5:27-39 

 
생각이 어떠한가는 생을 좌우하며 

생각은 생각의 틀(기준)에서 비롯 

된다. 

  

1.예수 이젂의 기준 

 1)의인과 죄인 

 2)축복과 저주 

 3)참 경건 

 4)도덕과 율법과 젂통의 틀 
 
2.예수 이후의 기준 
 1)예수께로 가는 것이 의 

 2)예수와 함께하는 것이 축복  

 3)예수를 누림이 경건 

 4)복음의 새로운 틀 
 

3.예수는 그리스도 
 1)유일한 해답,소망 

 2)젃대적 소망 

 3)완젂한 소망 
 
결론:이 젂의 틀을 벗고(갈2:20) 

     예수 안에서 새로운 틀을 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(45) 
「神様と通じる人」 

(使18：1－4) 
 

 

1．話が通じる牧会者、 重職者、 産業

人を神様は用いられます 

(1)Ⅱテモテ 2：1－2 

(2)コロサイ 4：7 

(3)ピリピ 1：3－4 

(4)Ⅰコリント 16：18 

(5)ピリピ 4：13  

 

2．福音が通じる人を神様は大きく用い

られます 

(1)マタイ 1：19－24 

(2)マタイ 16：16、17：1－9 

(3)使 1：1－8 

①福音の結論 

②福音の過程 

③福音の結果  

 

3．神様と通じる人は、時代を生かすこ

とができます 

(1)使 2：1－4、9：11 

(2)使 18：1－4 

(3)ローマ 16：3－5 
 

 

   OMC시대의전도자의삶(45) 
「하나님과 통하는 사람」  

(행18:1-4)  

 

  

1. 말이 통하는 목회자, 중직자, 

산업인을 하나님은 사용하십니다.  

(1)딤후2:1-2 

(2)골4:7 

(3)빌1:3-4 

(4)고전16:18 

(5)빌4:13  

 

2. 복음이 통하는 사람을 하나님은 

크게 쓰십니다. 

(1)마1:19-24 

(2)마16:16, 17:1-9 

(3)행1:1-8 

①복음의 결론 

②복음의 과정 

③복음의 결과  

 

3. 하나님과 통하는 사람은 시대를 

살릴 수 있습니다. 

(1)행2:1-4, 9-11 

(2)행18:1-4  

(3)롬16:3-5  

 

  
  

 

  

  

 

 

 



 

核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (45) 
「神様が与えられたもの、与えられるもの」 

(マタイ 6：32－33) 

 

 

1．神様が与えられたもの  

(1)マタイ 6：13－20 

(2)マタイ 28：1－20 

(3)使 1：1－8 

(4)Ⅰコリント 2：12 

(5)エペソ 2：1－7  

 

 

2．神様が与えられるもの  

(1)マタイ 6：33 

(2)使 2：1－47  

(3)使 9：1－43 

(4)使 11：19、12：1－25  

(5)使 19：21、23：11、27：24  

 

3．変えるべき三つのこと 

(1)基準(ピリピ 1：9－10) 

(2)基本(ピリピ 3：1－21) 

(3)基礎(ピリピ 4：10－13) 
 

 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(45) 

「하나님이 주신 것, 주실 것」 

(마6:32-33) 

 

 

1. 하나님이 주신 것  

(1)마16:13-20 

(2)마28:1-20 

(3)행1:1-8 

(4)고전2:12 

(5)엡2:1-7  

 

2. 하나님이 주실 것  

(1)마6:33 

(2)행2:1-47  

(3)행9:1-43 

(4)행11:19, 12:1-25  

(5)행19:21, 23:11, 27:24  

 

3. 세 가지 바꿀 것 

(1)기준(빌1:9-10) 

(2)기본(빌3:1-21) 

(3)기초(빌4:10-13) 
 
 

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 
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 罪を赦す権威をもっていることを(ルカ5:17-26)     
   いま世の人は、イエス様が言われたとおり、疲れて重荷を負って人生を歩

んでいます。なぜ自分が苦しみ、疲れ、重荷を負っているのかを知らないので、ど

んなに努力し研究して、工夫しても無駄になるしかなく、改善しないのは歴史で証

明されています。聖書には、そのように疲れて重荷を負うのは深い「罪」という根ゆ

えであると語っています。罪が赦されないかぎり、問題は解決せず、まことの幸せ

はありません。今日の聖書箇所には、その罪を赦す権威がイエス様にあることを

語っています。 

 私たち人間は罪を赦されなければならず、他の方法では解決がありません。罪

には大きく３つあります。根本的な原罪は、神のかたちに造られた人間が、いのち

の根源である神様から離れてしまったことです。神様から離れたとたん、暗やみの

主人であるサタンに支配されるようになったので、どのように生きるか関係なく、滅

びるしかありません。その原罪があるので、人生を生きて行くうちに過ちやトラブル

が起きますがそれを罪過と言います。そして、先祖代々、家系に偶像崇拝をし

て、神様に敵対してきた結果、三代、四代までその罪が報われる先祖の罪があり

ます。このように罪は単純な話ではなく、その罪により、生まれながら御怒りを受け

るべき子として生きて行くので（エペソ1:3）、苦しみは続くしかありません。また、意

思や努力とは関係なく、空中の権威を持つ者と言われているサタンに従って生き

ているので、（エペソ1:2）悪魔のしわざが人生に現れるしかありません。どんなに

善良に、幸せに生きようとしても、死後にはさばきが定まっていて（ヘブル9:27）、

永遠の刑罰に行く、破滅、災い、崩壊の運命に捕えられているままです。罪の赦

しがないと、世界中のどの人も、同じようにこの運命の中からは出られないので

す。 

このようにすべての人が罪の中を生きているのですが、その罪自体を認めようとし

ません。これが罪の本性ということです。神様の恵みによってのみ、自分が罪人で

あることを認めることができるのです。自分の犯した罪にこだわるのではなく、それ

により自分が根っからの罪人と認め、罪が赦されないといけないと気づき、人生の

最大のテーマは罪が赦されることに変えましょう。 

しかし、罪を赦されるには、他には道はありません。泣いても、がんばっても、がま

んしても、すべての人が罪人なので（ローマ3:23）、人による解決はありえません。

神様だけが罪を赦す権威があるのです。その神様が、キリストを通して人間の罪を

赦す方法をくださいました。創世記3:15の女の子孫が蛇（悪魔）の頭を踏み砕き、

罪の赦しのためにかかとにかみつかれ、血を流して身代わりとなって罰せられるこ

とによって罪が赦されるのです。その他には罪の赦しはありません。 

そのキリストが来られました。イエスがキリストです。今日の聖書に出てくる中風の

患者と4人の友だちは、多くの人がイエス様に単に病気を直してもらいに来ていた

中で、イエスが本当にキリストだという信仰を持つようになったのでした。それで、

屋根をはがしてイエスの前に寝床をおろしたときに、イエス様が「あなたの罪は赦

された」と言われたのでした。イエスがキリストなら、罪が赦されるために人間がす

ることは、ただ御名を呼ぶだけです（ローマ10:13)。イエスをキリストだと信じて受け

入れると、罪が赦されて神の子どもになり、死からいのちに移されます（ヨハネ1:1

2、5:24）。イエスがキリストなので、信じると義と認められ（ローマ3:23-25）、滅び

ることなく、永遠のいのちを持つようになります（ヨハネ3:16）。私たちが信じたイエ

スが、罪を赦す権威のある方であることを覚えましょう。 

 イエスを信じたら、すべて赦されて解放され新しくしてくださいます。罪の赦しと救

いの確信を持って、すべての罪の重荷を脱ぎ捨てましょう。そして、喜んで新しい

人生を味わい、イエスの御名をあかしする人生を歩みましょう。新しい希望のあ

る、すてきな人生を、まことの感謝とまことの賛美を持って歩むように祈ります。 

 

 

 


