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軽井沢 恵みシャレー 霊性訓練
隣人への愛？ 隣人への愛！

＜教区の枠を超えた交わり＞

2020年 霊性訓練の特徴の一つは、『教区の枠を超えた交わ

り』であったと言えます。セミナーやレクリエーション、ハイ

キング、バーベキュー、キャンプファイヤーなど、様々な企画

を通じて、普段交わる機会の少ない他教区の聖徒と信仰の会話

をし、霊的な成長と今後の教会生活への期待を膨らませる、尊

い時間となりました。このような企画を準備してくださいまし

た教役者の皆様、異なる教区の聖徒をまとめるため献身してく

ださった青年部の皆様、見えないところで働いてくださった全

ての聖徒様に神様の恵みと祝福がありますように。

2020年8月2日〜5日（Aグループ）、8月5日〜8日（Bグループ）が3泊4日軽井沢恵みシャレーで開催され
「隣人への愛」というテーマの下、志垣重政担任牧師の賛美礼拝で修練会の幕が開きました。

恵みシャレーでの一日は毎朝賛美と祈りで始まり、志垣担

任牧師の導きの下、礼拝が捧げられました。そして、教区ご

とにQTの時間が設けられ、御言葉を学び、互いに神様から頂

いたメッセージを分かち合いながら共に祈り、信仰が一層成

熟する恵みの時間となりました。

2日目はセミナー、レクリエー

ション、ハイキング、バーベ

キュー、キャンプファイヤー、

3日目には、セミナーと野外礼拝、

分かち合いの時間、聖霊待望会

と洗足式も行われました。

特に今回の霊性訓練のハイラ

イトとも言える聖霊待望会では、

純粋な心で主を見上げましょう。イ

エス様の御言葉を信じてください。

イエス様の御言葉によって、私たち

は奇跡を体験することができます。

（ヨハネによる福音書4：43-53）」

という御言葉を熱く宣べ伝えました。

洗足式では静かに深く聖霊様と交わ

り、聖霊の油が注がれました。

霊性訓練を通して、各自が信仰を点検し、神様から受け

た恵みを分かち合い、多くのプログラムで皆が連合しなが

ら、神様に更に近づくことができました。来年は今年より

も多くの聖徒が参加して、日常から抜け出して主と過ごす

時間の中で信仰が一層成長し、常に主の中で勝利しますよ

うにお祈り申し上げます。志垣担任牧師が「私たちを遮る最大の障害物は、先入観です。

キャンプファイヤー離山の山頂で白糸の滝で

純福音東京教会
ネパール人地域紹介

Spiritual Right Dream & Vision Camp

聖霊待望会

＜2020年霊性修練会におけるコロナ対策＞

今年はコロナ禍での開催ということもあり、重点的

なコロナ対策と健康管理の下で開催されました。人数

を制限するため、 AグループとBグループに分けられ、

両グループを通して、同じ部屋が使われないよう部屋

割をし、毎朝の体温チェックと常時マスク着用、小ま

めな手指のアルコール消毒、食事の際もビニールカー

テンを用いてソーシャルディスタンスを意識して配置

されるなど、厳格な防疫管理の中、祈りと礼拝を中心

に分ち合いの時間が持たれました。

純福音東京教会ネパール人メン

バーは、4年前にスヌワル執事一家3

人から始まり、現在は登録者30名超、

主日礼拝出席者15名程に成長しまし

た。

今夏は17名が集まり、Spiritual

Right Dream & Vision Campと題し

て、8月8日～9日 に秋川祈祷院で修

練会を開催しました。日本では自然

と触れ合う機会のないネパール人聖

徒の多くは、礼拝と分かち合いの時

間、ランチタイムのバーベキューを

通して身も心も解放され、夜には

証しや体験談、悩みなどを語らう

恵みの集会が続きました。

福音とビジョンがあれば、誤っ

た情報のために帰国を余儀なくさ

れるなど、日本に悪い印象を持ち

ながら生活に苦労する同胞を減ら

せただろうと語りました。

一人ひとりがますます主の愛と

導きを体験し、日本に住む外国人

の希望となって救霊の働きに用い

られることをお祈りいたします。



最終日には、「イエス・キリストの十字架の約束」(ガラ

テヤ3:13-14) について解き明かしてくださいました。アダ

ムの堕落による罪と死の法則から私たちを解放し、永遠の命

と天国への道までお与えになったイエス・キリストの十字架

の恵みを体験するよう祝福されました。

そして、神様が純福音東京教会に与えられた日本一千万人

救霊のビジョンに向け、私たちが聖霊様に助けを求めるなら

ば、必ず実現すると力強く述べました。

江南教会と東京教会とが連携した祝福聖会を通して、聖霊

様が日本をリバイバルさせてくださることを確信しました。

十字架の恵みに満たされて大胆に祈る皆様でありますよう、

主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。

この祝福聖会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、

メッセンジャーである純福音江南教会の崔・ミョンウ担任牧

師の来日がかなわず、開催が危ぶまれていましたが、神様は

素晴らしい知恵と力をくださいました。

それは、江南教会と東京教会のそれぞれの衛星回線をつな

ぎ、交互に切り替えて聖会を生放送するというものです。こ

れは初めての試みでしたが、東京教会→江南教会→東京教会

とスムーズにリレーされました。

「初の試み！日韓共同衛星生中継」
崔 ・ミョンウ牧師

7月10日の金曜徹夜礼拝に岩渕まこと・由美子先生ご夫妻をお迎えし、

特別賛美礼拝が持たれました。新型コロナウィルスの影響により、久し

ぶりの舞台ということで、ご夫妻も喜びをもって臨んで下さったようで

す。

高校時代からのバンド仲間であるお二人は、長年の息の合った賛美と

語りで魅了して下さいました。私達も良く知っている「父の涙」「God

Bless You」を含め、全9曲を熱唱して下さり、閉塞感に苛まれていた私

達の心に温もりを残し、1時間余りの賛美礼拝を終えました。

岩渕 まこと
由美子 夫婦

特別賛美 金曜徹夜礼拝

２０２０．７．１０

岩渕先生からは、「クリスチャン・アーティスト・サポート」の活動が紹介

されました。東日本大震災以降、東北地方を励ますボランティアをしてきた

ミュージシャンを支援する目的で設立されたものです。

150万円を目標としたクラウドファンディングは、その時点で90％達成してい

るとのことでしたが、賛美礼拝の翌日、目標以上に神様が満たして下さったと

いう嬉しい連絡を受けたことをご報告します。

5月4日～6日 43周年祝福聖会

純福音江南（カンナム）

教会は、汝矣島(ヨイド)純

福音教会の兄弟教会として

独立し、崔・ミョンウ担任

牧師のもと、ペンテコステ

聖霊運動を通して世界を変

える使命を持っており、

「霊魂救霊の熱情」は2020

年の標語にもなっています。

聖会初日の5月4日、「より良

い生活を下さるイエス様」(ヨ

ハネ2:1－11)では、苦難の時に

は神様の御言葉こそ、力と勇気

を与えてくださると語られまし

た。（写真：文化芸術宣教会の

舞踊）

2日目、「主は奇跡を与え

た」(マタイ7:7-11)では、大

胆な信仰を持ち、ただ神様に

より頼むならば、敗北は勝利

へ、絶望は希望へ変わる奇跡

を体験することを宣言されま

した。（写真：連合聖歌隊）
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崔・ミョンウ 牧師
（純福音江南教会 担任牧師）



2020年
浸礼式

＠秋川祈祷院

7月24日(金・祝）

【 日本第二教区 】

カトリ ラクシミさん

私の霊とたましい、肉体、すべてイエス様と共に

新しくなりました。主をほめたたえます。主が古い

私を取り去ってくださり、私の人生は変わりました。

今私は主と生きています。聖霊様とともに父なる神

様の御心と約束を実現したいです。

【 中央教区 】

飯田 直之さん

耳の手術をしたため、水の中に

入る浸礼は出来ませんでしたが、

滴礼を受けて神様の子供として新

しく生き返った実感をし、信仰を

持つ一員になれたことに感謝です。

【 南部南西教区 】

宋志玄さん

一生に一度の機会のバプテスマ。

生まれ変わった感じがして、喜びが溢

れました。牧師をはじめ、大切な時間

を共にしてくださった多くの方々に心

から感謝します。

志垣担任牧師は、一人ひとりに「父と子と聖

霊のみ名でバプテスマを授ける！」と宣言し、

浸礼から上がった誰もが、新しく生まれ変わっ

た喜びから、「ハレルヤ！」と天に向かって叫

びました。いつしか霧も晴れ、空も明るくなっ

ていました。

今年も多くの魂が救われたことに、心より感

謝します。この日の感動を忘れることなく、ま

すます神の子としての道を歩まれますように、

イエス・キリストの御名でお祈りいたします。

7月24日、秋川の渓谷は、雨雲に加えて霧のかかっ

た神秘的な雰囲気に包まれていました。水量の多い

ことが懸念されましたが、主は今年も浸礼式にふさ

わしい場所を備えてくださいました。

浸礼にあずかる50数名は浸礼式の白い衣装に身を

包み、秋川祈祷院で礼拝を捧げて心を整えました。

志垣担任牧師より、救われることの意義について

メッセージをいただき、いっそう期待が高まりまし

た。秋川での浸礼式には、特別聖歌隊が天使ととも

に賛美し、救われる者を祝福しました。

浸礼者 インタービュー

お二方は姉妹で、
左：お姉さんである宋志玄（ソン・ジヒョン）さん
右：妹さんである宋正姫（ソン・ジョンヒ）さん

カトリ ラクシミさん

飯田 直之さんと子供
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娘の美佳が生まれた1998年、私は純福音東京教会で救いを受けました。翌年、静岡県富

士市に引っ越し、富士純福音教会で信仰生活が始まったある日、夢を見ました。暗雲の富

士山頂から一筋の光が富士の町一帯を照らす夢でした。この夢は私の信仰を支え、富士へ

の特別な愛情になりました。富士には神様のご計画がある、と祈る日々が始まりました。

いつしか「私を主の働き人にしてください。」と涙して祈る私がいました。

富士ベタニヤ支聖殿

安京美（アンギョンミ）担当伝道師の証

私には本当に高嶺の花のように思われたのですが、不動産

屋の方は自分が建物の持ち主で、ここに教会ができたら良い

のにと思っていたと言うのです。その言葉を受け入れること

ができず、むしろ持ち主を疑いました。資金も足りず、娘の

具合も悪く、自ら放棄しました。しかし、一瞬胸が高鳴り、

神様のなさることなのだろうかと朧げに考えました。何度も

丁重にお断りしたのですが、ビルの持ち主は家賃・管理費・

駐車場代を含め、私の望む金額にすると言い出しました。し

かし、これが神様から来たのか確認が必要で再び辞退しまし

た。それでもビルの持ち主は待っていてくれました。

3回目の最後の契約の日、どうしても今は契約できないと

伝えた時に言われた言葉を今も鮮明に覚えています。『安さ

んが22年間、熱心に神様を信じた結果が今なのに、これを逃

したら二度とチャンスは来ないだろう』。殴れたような衝撃

と共に、聖霊様の御声に気づきました。そして、2019年5月5

日、富士ベタニヤ教会で初めての礼拝を捧げました。

3年半の通信制での神学校の学びを終え、2005年に富士純

福音教会で伝道師として働き始めました。2008年に純福音東

京教会の神学校への道が開かれ、2年で富士に戻ると神様に

約束し娘と上京しましたが、2年の学びを終えても献身する

確信が持てず、富士に帰る約束を破ってしまいました。

障害を持つ美佳が6カ月間入院、2度も死の淵をさまよい、

私も原因不明の痛みに襲われ、人間関係も一つ一つ壊れてい

きました。私は神様との約束を破ったことに気づいて再び富

士純福音教会に戻りましたが、聖徒がみな離れ全てが変わっ

てしまいました。結局耐えられずに1年後教会を離れました。

孤独と絶望のトンネルから抜け出せない日が続きましたが、

2019年1月1日の早天礼拝の帰り道、富士市内を眺める私の心

が爽やかに変わるのを感じました。障害を持つ娘、娘の友人

や親達が集える場を探していたある日、気になる物件があっ

て初めて不動産屋に足を運んでいました。そこで紹介された

のが、6階建てのビルの最上階にある今の教会です。

22年前に見た夢を通して明らかになった祈り

最初に救われたとき、娘を連れ聖殿で暮らしたいという切実な気持ち

神様はみな覚えておられた。

神様のなさることの深さを誰が悟り得ようか。

私は神様に感謝の心を言葉で表現することができない。

神様は必ず誰かを通してあなたの仕事を成し遂げられる。

純福音東京教会に富士ベタニヤ支聖殿が新たに誕生しまし

た。富士山を北に仰ぎ、駿河湾を望む風光明媚な静岡県富士

市の中央部に位置する富士ベタニヤ支聖殿は、ビルの6階にあ

り、100名ほど収容できるスペースがあります。

礼拝は、安京美担当伝道師のリードによる力強い賛美に始

まり、中日本宣教会会長・金明斌按手執事が新支聖殿の祝福

を願い、代表祈祷を捧げました。

志垣重政担任牧師は「素晴らしい出発」という題目でマ

タイ6章34節の御言葉を引用しつつ、支聖殿創立に至るまで

の葛藤と奇跡的な神の備えについて語りました。

新支聖殿の成長と発展を祈った時、皆の心が一つとなり、

当日の好天のような晴れやかな思いで満たされました。
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富士ベタニヤ支聖殿 創立感謝礼拝
2020年7月2日(木）



ローマ人への手紙

著者 ： 使徒 パウロ

受信者 ： ローマ教会（ローマ書1:7）

記録場所： コリント（使徒20：2-3）

記録時期： A.D. 57年頃(第3次伝道旅行が終わる頃)

記録目的：

①福音のイエス・キリストを伝えるため

（ローマ書1:13-15）

②スペイン宣教にはローマ教会の支援が必要だったため

（ローマ書15:22-29）

③ローマ教会のユダヤ人と異邦人との連合のため

（ローマ書14:1-15:13）

★ローマ教会は誰が立てたのか？

パウロが立てたものではないことは明確です。また、カト

リック教会が主張しているように、ペテロが立てた教会でも

ありません。指導者（牧会者）は不在で、明確に福音を知っ

ている者が立て上げたのではなく、信じる者が集まり、自然

発生的に生まれた教会と言えます。エルサレムを訪問してい

たユダヤ人と異邦人改宗者とが五旬節の日に聖霊降臨を体験

し、ローマに帰った後に設立したと推定されます。（使徒行

伝2:10-11）

1章～11章

どうすればイエス・キリスト

を信じることができるのか。

（イエス・キリストを信じる

信仰によって得る神様の義）

12章～16章

信仰をもってどのよう

に暮らしていくべきか。

（人生で行いを通して

現れる信仰） 義となる者

行い 実践

他の書簡とは異なり、ローマ人への手紙は問題解決ではな

く福音のイエス・キリストを伝えるために書かれました。

ローマ書1:9-15にあるパウロの言葉から明らかなように、パ

ウロはローマに行ったことはありませんが、ローマ教会が間

違った道を歩まないように記した書簡です。

「聖書の中の聖書、 聖書を指輪に例えると宝石、 パウロによる福音書」

ローマ人への手紙の核心を深く悟り、十字架の下に集ま

り、共に十字架を背負ってイエスキリストの福音を宣べ伝

える聖徒となりますように。

ローマ人への手紙の構成

志垣重政担任牧師コラム
『天の味わい』

なぜイエス様は聖徒を『塩』に喩えたのでしょうか。そ

れは、古代における塩の価値を知れば、納得がいくはずで

す。塩の専売制度は、中国においては紀元前5世紀、ローマ

は紀元後5世紀とされています。韓国は10世紀の高麗時代、

日本は正式に言うと1905年になりますが、比較的緩やかな

統制であったのは、四方を海に囲まれていたからかも知れ

ません。いつの時代でも塩は政府の統制下にありました。

民にとって絶対になくてはならないものだからこそ、統制

されたのです。つまり、聖徒の皆さんはそれ程貴重で、価

値がある存在だということです。

イエス様は、教会の塩ではなく地の塩と仰いました。塩で

ある皆さんが味を出す場所は、地であり世であるという事

です。教会で御言葉に恵まれ、祈りで武装したとしても、

教会内に留まっていたら塩の役割は果たせないと仰います。

私達クリスチャンの本舞台はこの世なのです。皆さんは本

舞台に出て、塩の味わいを出して下さい。

イエス様の時代は製塩技術が発達していませんでしたか

ら、庶民が手にする一般的な塩には、砂や異物が混ざって

いました。不純物が多いほど、塩本来の味を失ってしまい

ます（塩自体、いわゆるNaClは何ら変わっていないのに）。

あまりにも多くの不純物が入っていれば、塩としての役割

を果たしませんから、捨てられてしまいます。イエス様は

福音を通して『天の味』を教えて下さいました。それを味

わった私達が、日々の暮らしの中でその味を出していかな

ければなりません。皆さんの暮しとその姿勢を見て、世の

人が天の味を知ることができるようにするのです。しかし、

皆さんの信仰に不純物が沢山あったら、世の人は天の味を

知ることができません。教会は世と分離することはできま

せんが、世と区別しなければなりません。

海には約3％の塩分濃度があり、自浄能力を有しています。

私達が地の塩になることで霊的腐敗を防ぎ、自浄作用が起

きるようにしなければなりません。それが、この地に神の

国をたてることになるからです。腐るのも熟成するのも

『変化』という意味では同じですが、腐敗は本人と周りに

ダメージを与え、熟成は本人と周りに幸福を与えます。聖

徒の皆さんが塩の働きをなし、天の味わいのある世に変え

ることができますように。

神様

人

「あなたがたは、地の塩である。もし塩のききめがなく
なったら、何によってその味が取り戻されようか。もは
や、なんの役にも立たず、ただ外に捨てられて、人々に
ふみつけられるだけである。」

マタイの福音書 5:13

信仰
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札幌神学校の特徴

以下３つの特徴により、日本宣教を遂行する能力を身に付けることができます。

卒業後の進路

卒業後は各人の適性や進路希望に応じて、日本宣教を導く指導者や教会開拓者として主に仕える道を用意しています。

① 純福音東京教会インターン

対象者は、約1年間は純福音東京

教会のインターンシップで教会運

営や宣教活動について学びます。

舎宅及び生活費の補助があります。

②新規教会の立ち上げ

対象者は、教会の立ち上げと宣教

活動に従事します。当初１年（原

則）は純福音東京教会が財政面含

め、運営をサポートします。

③ 新規教会の独立運営

対象者は、教会を独立運営します。

フルゴスペル日本総会の一員とし

て、日本のリバイバルの一助とな

ることが期待されます。

① 充実した神学教育

日本宣教を全うするために必須と

なる神学を学び、札幌聖殿で教会

運営や宣教活動を実習することに

より、優れた宣教師としての能力

と素養を身に付けます。

② 徹底した日本語教育

日本語未習得の学生は、当校に併

設されたフルゴスペルランゲージ

スクール（日本国法務省告示日本

語学校）で言語を始めとする日本

宣教の必須スキルを習得します。

③ 完全寄宿の信仰生活

北海道・札幌で寄宿生活を行い、

札幌聖殿で礼拝を捧げ、奉仕し、

真のイエス様との出会いを目指し、

日本宣教に喜びをもって邁進でき

る揺るがない信仰を醸成します。

1期生募集開始！ ～聖徒様へのお願い～

［学費］ 年間180万円

純福音東京教会ではGood People宣

教会を通じて年間60万円の給付型奨学

金を用意しております。（審査有り）

［期日］ 2020年10月31日（土）

日本国在留ビザを取得済みの場合、

2020年11月30日迄受付可能です。

詳細は札幌神学校設立委員会までお問

い合わせください。

札幌神学校 Webページ

http://sapporobible
.college

100CHURCH 推進本部 活動レポート

2020年上半期は、神学校設立に向けた多岐にわたる内容検討に始まり、

学校案内パンフレット作製、Web ページ作成、韓国教会へのプロモー

ション活動を行いました。

日本語学校設立につきましては法務省（入国管理局）による書類審査

への対応、文部科学省ヒアリングが行われ最終審査中の状況です。

主の大いなるご加護と導きにより、 開校時には多くの優秀な神学生

をお迎えできますよう、 引き続きお祈りをお願い申し上げます。

札幌神学校、および設立に向けた活動レポート

2021年4月開校予定！ -100CHURCH推進本部 札幌神学校設立委員会 取材 -

純福音東京教会に与えられた神様のビジョンの1つである

「100教会設立」のため、2021年4月の札幌神学校開校に向け

て本格的に活動しております。

そして、聖徒の皆様のお祈りとご支援により、多くの困難

を乗り越え、このたび法務省及び入国管理局の書類審査を無

事に通過することができました。

本稿では、札幌神学校の概要及び設立に関する活動につい

てご紹介します。

札幌神学校は、神の召命を受けた方であれば、

日本人や日本語習得済みの方も出願可能です。

（募集人数は約10名ですが、2名程度は日本より募

集します。日本語習得済みの学生は、韓国語、英

語、楽器演奏などのスキルを習得するためのカリ

キュラムを検討しています。）

神の召命を受けた方にあまねくこの知らせが届

き、日本宣教の道が拓かれますよう、引き続き聖

徒の皆様のお祈りとご協力をお願い申し上げます。

神学校の教室 寮のバルコニーからの景観
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100CHURCH推進本部メンバ集合写真
6月1日-6日、 札幌聖殿に一堂に会し、祈りと礼拝
を捧げる日々の中で集中検討会議を行いました。



証のある賛美 ♪

ただイエスだけ （오직 예수 뿐이네）

words & music by ソ・ジンヨン

ちょっとした風邪の症状があって、近所の小さな病院

で血液検査をしたソ・ジンヨンさんは、医者の推薦を受け

て大学病院で再検査を受けることになります。再検査を受

けた結果、慢性白血病と診断され、早速薬物治療に入りま

す。数年後、担当医に骨髄移植を勧められ、組織が一致す

る人を探し始めました。幸いにも兄との組織が一致したた

め、手術日を決めましたが、数日後骨髄移植をすると妊娠

できないという話を聞き、大きな挫折感と喪失感に陥りま

す。

苦しい心と気持ちを抑えて毎日涙で祈っていたある日、

突然真の平安が押し寄せ、初めて妊娠にチャレンジしよう

と決心します。このことにより骨髄移植を諦め、子作りに

方向転換します。慢性白血病の薬物治療を中断できる猶予

♬ 下記のコードを
かざすと、

賛美を聞くことが
できます。

⇓

は、1年程でした。

ところが、なかなか妊娠せず、時が流れていきました。

薬物治療を再開する日がいよいよ迫ってきた頃に妊娠、新

しい命を授かったのでした。

薬物治療を数年間にわたって受けたため、胎児に悪影響

となるものが母胎から出ていく時を神様が見極めてくださ

り、最善のタイミングで妊娠できたことを悟ったソ・ジン

ヨンさんは、その恵みに応えようと曲を書きました。

「あなたがたをキリストにある永遠の栄光に招き入れ

て下さったあふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの

後、あなたがたをいやし、強め、力づけ、不動のものと

して下さるであろう。」 ペトロの手紙一 5：10

新型コロナウイルス対策の前進

〜最新機器の導入と設置〜

純福音東京教会では、新型コロナウイルスの感染

拡大防止と徹底した衛生管理のために、手指消毒、

ビニール手袋とマスクの着用、座席間隔の確保など、

常に最大限の効果が得られる方法ならびに最新機器

を導入し、対応してきました。
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さらに、空気中のウイルスをほぼ100%消毒で

きる『自動消毒噴霧器』が、大聖殿の左右の壁

に２器ずつ計4器設置されました。1時間ごとに

自動噴霧されるようになったことで、大聖殿の

消毒に絶大な効果が約束され、教会の新型コロ

ナウイルス対策は画期的に進展しました。

最後に、これらの機器は信徒様によって教会

に捧げられたものです。その思いと私たちの感

謝が神様に届き、純福音東京教会の皆様の健康

と安全が守られると信じます。

それらに加えて、『マスク着用

の有無を自動判定する機能を備え

た体温検知器』が新たに導入され

ました。

判定結果は音声で「マスクを着

用して下さい」「表面温度異常あ

りません」などと直ちに告げられ

ます。その迅速で正確な判定結果

に、感嘆の声が聞かれます。 マスク着用前 マスク着用後

自動手指消毒器

自動消毒噴霧器

恵みでなければ、生きることができない この呼吸さえも主のもの
(은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다 주의 것이니)

この世の平安と慰めがなくても イエス、ただイエスだけ
(세상 평안과 위로 내게 없어도 예수, 오직 예수 뿐이네)

偉大な計画 はかり知れず 小さい苦難に倒れても
(크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도)

主に属した我が人生 耐え続けられる
(주께 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 하셨네)

恵みでなければ、生きることができない 私の全てを主に委ね
(은혜 아니면 살아갈 수가 없네 나의 모든 것 다 주께 맡기니)

真の平安と慰めをくださった主 イエス、ただイエスだけ
(참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수, 오직 예수 뿐이네)


