
 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。 

   

  

2011年12月11日 第 54号 

レムナント教会 
REMNANT CHURCH 

レムナント東久留米教会  レムナント倉敷教会  レムナント福井教会 レムナント片柳教会 
    (080-3271-5003)   （090-8435-0590） （090-8260-0553）（048-685-6677） 

 

 

担任牧師 : 張 寅 相  In-Sang Chang 
 

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷 1-26-10 べテルみさと 1 階 

Tel. 048-954-0944(教会,FAX) Cell. 090-3505-5713(張師) 

048-960-0536(牧師宅)                         

http://www.jremnant.net ,E-mail:darakjapan@msn.com  
 

 

 

mailto:darakjapan@msn.com


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.53 ………… 会      衆 

 賛  美    ………… (讃)115,120 ………… 会      衆 

 祈  祷       …………   ………… 小林秀明長老 

 聖    書 ………… 

Ⅰ部:ルカ6:20-26 

Ⅱ部:출17:1-7 
………… 司  会  者 

  聖 歌 隊  

 説    教 ………… 
Ⅰ部:人生の反転 

Ⅱ部:다툼을 그치고 

………… 
 

張 寅 相 牧師 

 

 賛    美 ………… (讃)204,446 ………… 会      衆 

 献    金 ………… 大竹昌枝/김희진 ………… 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:池田仁長老 

献金:新田眞代、하오신 
 

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 (49) 

「油を注がれた者」 

(マタイ 16：16) 
 

 

1．聖書の最高の単語を味わわなければ

なりません (油を注がれた者) 

(1)ヨハネ 14：6  

(2)マルコ 10：45  

(3)Ⅰヨハネ 3：8  

 

 

2．この祝福がすべての信徒に伝えられま

した 

(1)マタイ 28：16－20  

(2)マルコ 16：15－20  

(3)使 1：1－8  

(4)Ⅰぺテロ 2：9  

 

 

3．この祝福が代表的に重職者に伝えら

れました  

(1) 代表的な祝福、根源的な祝福、時

代的な祝福、記念碑的な祝福、丌可抗

力的な祝福  

(2)ローマ 16：23  

(3)使 6：1－7  

(4)ローマ 16：1－5  

 

 

 

この祝福を必ず見つけて味わわなければ

なりません  
 

 

 

일곱시대를 여는 주역(49) 

「기름 부음 받은 자」  

(마16:16) 
 

 

1. 성경의 최고 단어를 누려야 합다. 

(기름 부음 받은 자) 

(1)요14:6  

(2)막10:45  

(3)요일3:8  

 

 

2. 이 축복이 모든 신자에게 전달되

었습니다. 

(1)마28:16-20  

(2)막16:15-20  

(3)행1:1-8  

(4)벧전2:9  

 

 

3. 이 축복이 대표적으로 중직자에게 

전달되었습니다.  

(1)대표적 축복, 근원적 축복, 시대

적 축복, 기념비적 축복, 불가항력적 

축복  

(2)롬16:23  

(3)행6:1-7  

(4)롬16:1-5  

 

 

 

이 축복을 반드시 찾아 누려야 합니

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、-韓国/

聖汗-中国/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。(申込は12月18日まで) 

15. .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)。 

16.今年のクリスマス礼拝は12/23(金)11時です。最高の賛美の時にしましょう。 

17.香港集会(12/13-15)に牧師夫人を含め4人が参加しますので祈って下さい。 

 先週の献金  

1. 十分の一 : 張寅相、張替淳子、崔花郎、朴宰範、崔青玉、大沢裕子、池田仁、淑子、由美 

2. 感謝献金 : 張寅相、倉敷教会 

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

栗田彰仁、朴宰範、大沢裕子、池田仁、淑子、由美、賢 

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) 張寅相、李賢淑、人見菜穂子、張替淳子、栗田彰仁、朴宰

範、大沢裕子、池田仁 

 

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、大沢裕子 

池田仁 

○＃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 

人生の反転 
ルカ6:20-26 

 

何が真の幸せで、誰が真の幸せ者なの

だろう。 

 

１．人々の幸せへの基準 

 1)富んで、食べ飽きて、笑って、誉め 

  られる 

 2)貧しくて、飢えて、泣いて、憎まれる 

 3)勝ち組と負け組 

 

２．イエスで人生の大反転 

 1)負け組の飢え渇き 

 2)イエスを信じると 

 3)勝ち組の勘違いと高慢 

 4)イエスを信じないと 

 

３．イエスはキリスト 

 1)神様に会える道 

 2)サタンを打ち破る道 

 3)罪と呪いから解放される道 

 

結結論：イエスにあって真の幸福者の確  

    信 

    日々その幸せを数え味わいまし 

    ょう 

    幸福伝道師として残りの生涯を 

ㅡ

쁨

  

인생의 반전 
눅6:20-26 

 
무엇이 참 행복이며 누가 정말 행 

복한 사람일까요? 

 

1.사람들이 말하는 행복의 기준 

 1)부요하며,배부르고,웃고 칭찬받고 

 2)가난하며 주리고 울고 욕먹고 

 3)카치구미,마케구미 
 

2.예수로 인생의 대 반전 
 1)마케구미의 갈급함 

 2)예수를 믿으면 

 3)카치구미의 착각과 교만 

 4)예수를 안 믿으면 
 

3.예수는 그리스도 
 1)하나님 만나는 길 

 2)사단에게 꺽는 길 

 3)죄와 저주에서 해방되는 길 
 
결론:예수 안에서 참 행복자의 확신 

     매일 행복을 세어 누립시다 

     행복 전도사로 삽시다 

産業宣教メッセージ  산업선교메시지 

OMC時代の伝道者の生活(47) 
「女性産業人の答え」 

(使16：15) 
 

 

 

1．出エジプト時代の答え 

(1)出 2：1－10 

(2)出 3：1－10 

(3)ヨシュア 6：1－20 

 

2．バビロン時代 

(1)エステル 4：1－14 

(2)イザヤ 6：13 

 

3．初代教会時代 

(1)マタイ 28：1－20 

(2)使 16：15 

(3)使 17：3－4 

(4)使 18：1－4 

(5)ローマ 16：1－5 

 
 

 

   OMC시대의전도자의삶(47) 
「여자 산업인의 응답」  

(행16:15) 
  

 

 

1. 출애굽 시대 응답  

(1)출2:1-10 

(2)출3:1-10 

(3)수6:1-20  

 

2. 바벨론 시대 

(1)에4:1-14 

(2)사6:13  

 

3. 초대교회 시대 

(1)마28:1-20 

(2)행16:15 

(3)행17:3-4 

(4)행18:1-4 

(5)롬16:1-5  

 

 
 

 



核心メッセージ  핵심 메시지 

RUTC 時代の伝道者の生活 (47) 

「韓国、世界の Remnant たちへ」 

(イザヤ 6：13) 
 

1.異なる世界を見なければならない 

(祈り) 

(1)Remnant 7 人が見たもの 

(2)自分を捨てる祈り 

(ガラテヤ 2：20) 

(3)自分を探す祈り  

(ピリピ 3：1－21) 

(4)未来とビジョンを見る祈り  

(使 11：19) 

(5)自分の聖霊の満たし  

(ローマ 16：1－27) 

 

2.異なる味を味わわなければならな

い(みことば) 

(1)祈りの手帳とみことば  

(へブル 4：13－16)  

(2)講壇とみことば (使 2：42) 

(3)全体のみことばと世界  

(イザヤ 62：6－12、ローマ 16 章) 

 

3.異なる力と異なる証拠がなければ

ならない(伝道) 

(1)マルコ 3：14－15 

(2)マタイ 28：20 

(3)マルコ 16：19－20 

(4)使 1：1－8 

(5)使 1：14 
 

 
 

 RUTC시대의 전도자의 삶(47) 

「전국, 세계의 렘넌트들에게」 

(사6:13) 

 

1. 다른 세계를 보아야(기도)  

(1)렘넌트 7명이 본 것 

(2)나를 버리는 기도(갈2:20) 

(3)나를 찾는 기도(빌3:1-21) 

(4)미래와비전을보는기도(행11:19) 

(5)나의 성령충만(롬16:1-27)  

 

 

 

2. 다른 맛을 보아야(말씀)  

(1)기도 수첩과 말씀(히4:13-16) 

(2)강단과 말씀(행2:42) 

(3)전체 말씀과 세계 

(사62:6-12, 롬16장)  

 

 

 

3. 다른 힘과 다른 증거있어야(전도) 

(1)막3:14-15 

(2)마28:20 

(3)막16:19-20 

(4)행1:1-8 

(5)행1:14  
 

現場を変える「契約の祈り」 

（使徒23:11） 

その夜、主がパウロのそばに立って、「勇気を出しなさい。 

あなたは、エルサレムでわたしのことをあかししたように、ローマでも 

あかしをしなければならない」と言われた。 

生きておられる主をほめたたえます。 

この時代に主の祝福を受ける人々を集めてくださった神様が、福音の証拠は

人の働きではないことを悟らせてください。 

聖霊の満たしの約束が現場でなされ、人の力で防ぐことができない力の働き

が起きますように｡ 

教会と次の世代と家庭にまことの証拠が起きるようにしてくださって、キリ

ストの証人として立たせてください。 

不信仰を崩してくださって、私たちの考えを砕いてください。狭い思想を崩

してくださって、人間的な体験を崩してください。すべてののろいの勢力

を砕いてくださって、病気を崩してください。そして、ひとつしかない福

音を全世界に語ることができるように働いてください。 

すべてのしもべの現場が伝道の現場になり、この時代に神様の願いをなす貴

重な働き人が立ちあがりますように。 

生きておられる主が新しい力をくださって、霊的な目を開いてくださり、神

様の計画を悟ることができる知恵を与えてください。 

経済と政治を福音の力で回復させてくださり、時代を生かす唯一な解答を全

世界に語ることができ、世界を征服する時刻表を握らせてください。 

神様が生活の奥義と経済の奥義と祈りの奥義を与えてくださって、世界を征

服する神様のおどろくべき働きが主のしもべに起きますように。 

主のしもべをつかんでくださり、この時間、天の門を開いて、40万、一千万

の要員の門を開けてください。 

霊力、知力、体力、経済力、人材の力を増し加えて与え、専門教会が立てら

れ、世界の現場に文化センターと産業宣教の門が開きますように。 

1.5世と2世、いやしの働きが起きることができるように主が祝福してくださ

り、このために伝道神学院、宣教師訓練院、総会神学校に特別な恵みを増

し加えてくださると信じます。 

すべての不信仰は主イエス･キリストの御名によって崩れ、私の弱さと高ぶり

が主イエス･キリストの御名によって崩れますように。 

神様の驚くべき恵みの中で伝道運動が新しくはじまり、地教会の門が開き、

暗やみの勢力が砕かれる働きが主のしもべを通して起きますように。 

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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 安息日の主であるイエス様(ルカ6:1-11)     
 世の中の人はお互いが引っぱりあって、結局、自分も崩れて行きます。それ

は、お金や物がたりないからではなく、人間に丌可欠なまことの安息、安らぎがな

いからです。人間にとってまことの安息と安らぎは、かけがえのない、他のなにより

も大切なものです。では、どうすればその安息が手に入って、自分のものとして味

わえるようになるのでしょうか。 

 ユダヤ人たちは、神様が定められたので、安息日を徹底的に守っていたのです

が、安息はありませんでした。しっかりと守れば、まことの安らぎが得られると思っ

て、安息日には仕事をしてはならないと決めて守っていました。そして、神様を喜

ばせるために、数多くの決まりを定めて、細かく、徹底して守っていたのです。50歩

以上歩くことは仕事だとするというような、とても細かい基準も決めました。そのよう

にして、自分なりにがんばっていたのですが、安息も安らぎもなかったのです。それ

は、安息日に対して誤解していたからです。 

 人間は他の被造物と違って、神様の代わりにすべての被造物を管理するように

たましいのある霊的な存在として創造されました。神様の栄光を表し、被造物を

管理するために、神様からのまことの安息と安らぎが必要で、その安息と安らぎを

武器や力にして、すべての役割をまっとうするように創造されたのです。ところが、

サタンにだまされて罪を犯し、神様から離れたとたん、その安息、安らぎをすべて

根本から失ってしまったのです。 

神様は6日間創造のわざをなさったのですが、5日間「見て良し」とされ、6日目に

は「非常に良かった」と創世記1章には書かれています。その次の7日目に神様が

休まれたと書いてあるのですが、それは神様が疲れたからではありません。創造さ

れたことが、神様の意図どおり完ぺきなものだったという意味なのです。安息の本

来の意味は、神様ご自身、また、神様がなさるすべてのことは完全、完ぺきで永

遠だということで、それ以上、手を加えて工夫する必要がないということです。 

 その神様から離れてしまい、すべてを失った人間でしたが、神様は人間を愛して

おられるので、まことの安息を不えるために、罪をゆるし、サタンを打ち破り暗やみ

から救うことを約束してくださいました。それが創世記3:15の約束で、キリスト(メシ

ヤ)を通して、この安息を取り戻すことができるということです。安息日は、本当の

安息はキリスト（メシヤ）によって不えられるということを確認するために、キリストを

思い出して待ち望むために不えられたのでした。仕事をしないように言われたの

は、仕事によってなにか加える必要はなく、ただキリストだけだということを思い出

すためでした。 

 そのキリストであるイエス様が来られたのです。イエス様の中にのみまことの安息

があります。なぜなら、イエス様はキリストだからです。イエス様を信じる者は、律法

とのろいから永遠に解放され、安息の主である神様が永遠にともにおられるように

なります。神様は完全で完ぺきな方で、神様がなさることも完全、完ぺきですか

ら、救いの祝福も完全で完ぺきです。その中にいると、すべてのことを働かせて益

とされるのです。 

規則を作って守ることでは得られないまことの安息が、イエス様を信じることによっ

て得ることができます。規則は必要なことですが、安息を得ることはできません。 

 イエス様が来られたので、キリストが来られるのを待ち望むために守っていた安

息日は終わり、聖なる仕事をする安息日になりました。イエス様を信じることが安

息日を守ることです。イエス様の中にある消えない安息を喜び、自分のものとして

豊かに味わうことだけが残っています。イエス様を信じる前までのことは、イエス様

に向かうためにあったことで、イエス様が来られたらすべては終わりました。いまも

まだ、安息がなくさまようたましいと現場を見て、神様のまことの安息があるように

と願い祈ること、そして、神様のみこころであるいのちの運動が起きるようにと祈る

ことが安息日を守ることなのです。 

イエス様の中にあるまことの安息を味わう祈りの時を持ち、安息日を誤解している

人々を助け、現場でいのちの運動が行われるように祈る者となるようにお祈りしま

す。 

 

 


