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マコ 6:53 ～ 56　そして、彼らが舟から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、
そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ、病人を床に載せて
運んで来た。(54 ～ 55)

ヘブ 4:12　神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、
関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考えやはかりごとを判別するこ
とができます。

病人をいやされたイエス様 みことばの導きと流れ

530 番 病める手さし出せ（新 472 番） 377 番 みことばなる（新 449 番）

世の中の多くの人が病気で苦しんでいます。その合間を利用した誤っ
た偽のいやしがより大きい苦しみをもたらします。これはイエス様が働
かれていた時代も今も変わりはありません。イエス様のいやしの方法と
原理は、世の中とどのように違うのでしょうか。

1. 正しいいやしのはじまり
サタンの子どもから神の子どもに身分が変わる救いは、運命が変わる

はじまりです。ヨハ 1:12 このとき、祈ることができる驚くべき権威でサタ
ンに勝つことができます。I ヨハ 3:8、マコ 3:15 サタンが与えた 12 の古い枠創 3、

6、11 章、使 13、16、19 章、未信者状態 6 つが壊れて、伝道者の生活 62 で勝利する
しかない新しい枠の人生を生きるようになります。

2. 正しいいやしの原理と持続
精神的苦しみを味わっているならば、サタンの刻印、根、体質を抜き取っ

て、キリスト、神の国のことを植えなければなりません。がん患者の場合、
神様の深い恵みの中で、5 つの原理深い祈り、深いみことば、深い呼吸、深い食べ物、深い

運動を適用して、依存症の人は神様の深い世界を発見しなければなりませ
ん。それでも私は弱いです。しかし、私の弱さの中に神様の力が臨みます。
Ⅱコリ 12:1 ～ 10 みことばの中で真にすぐれたものを見分けて、ピリ 1:9 ～ 10 喜
びと感謝を味わう祈りによって、私のたましいとからだを生かすことが
できます。Ⅲヨハ 1:2、I テサ 5:16 ～ 18

私は今日、神様のすべての武具を身につけましたか。神様は崩れた世
の中を生かすまことのいやしをしようと私を呼ばれました。神様が見せ
てくださった別の世界霊的世界の中で、別の答え神の国を味わうと、このと
き与えられる別の力権能で私の伝道が始まります。

信仰生活をしている中で落胆する理由は何でしょうか。なぜ私にだけ
答えがないのでしょうか。私中心、私の考え、私の主張のために神様の
みことばをのがしているのではないか、点検しなければなりません。神
様の導きを正確に受けようとするなら、私は何から回復しなければなら
ないのでしょうか。

1. ただ福音の流れにだけついて行きなさい
神様の目標である救いのために福音の流れについて行くべきです。族

長時代創 3:15 には、アブラハムの家系を通して契約をくださいました。創 3、

6、11 章出エジプト時代には、モーセと同労者をイテロ、ラハブ、ヨシュア、カレブ通
して解放されました。出 3:18 捕虜時代には、Remnant と重職者を呼んで
回復されました。イザ 7:14 この流れを知るとき、私は初代教会マタ 16:16 の
ように、すべての現場でただキリストだけ告白することができます。ロマ

1:16 ～ 17

2. 成就の流れと現場の流れを見なさい
福音の流れについて行けば、神様の契約が成就します。奴隷、ヨセフ、モー

セ戦争、サムエル、ダビデ偶像、エリヤ、エリシャ捕虜、イザヤ属国、パウロ流浪 Remnant

の理由は何でしょうか。みことばの中で背景と流れを悟れば、成就する
未来を見ることができます。神様は福音が成就するたびに、現場の流れ
を導く主人公を見つけられます。Remnant と Remnant の親、そして、
Remnant の指導者を呼ばれた理由です。

本当に神様の導きを受けているのでしょうか。みことばが生きて働きヘ

ブ 4:12 私の現場で成就神の国するときに確信できます。私とともに、WITH 私
たちとともに、Immanuel すべてのことを働かせて益 Oneness とされる神様に、
本当に感謝することができます。

契約の祈り
私が先に深い時間の中で神様からの力を受けることによって正しいい

やしの証人になりますように。イエス・キリストの御名によってお祈り
します。アーメン

契約の祈り
神様のみことばについて行き、その力を受けて現場の流れを変えます

ように。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン

Q.
誠意より重要なこと

「私は最善を尽くしたのに、
くやしくて」

病気になった者を寝床ごと担い
でくるのは簡単なことではあり
ません。
はたして、イエス様はその誠意
に感動されたのでしょうか。
そうでなければ、イエス様のと
ころに連れてきたことに感動さ
れたのでしょうか。

私は今、どこへ行っていますか。
正しく行っているならば
これ以上くやしい目にあうこと
はありません。
唯一のいやしの答えをくださる
その方に行くならばの話です。

Q.
なぜ
思い煩うのですか

聖書の数多くの約束である

「思い煩わないで」

間違った刻印から抜け出す日
神様の契約が植えられるその日
霊的な力を受ける、
その日を望みます。

「何も思い煩わないで、
あらゆる場合に、感謝をもって
ささげる祈りと願いによって、
あなたがたの願い事を
神に知っていただきなさい。
そうすれば、人のすべての
考えにまさる神の平安が、
あなたがたの心と思いを
キリスト・イエスにあって
守ってくれます。」ピリ 4:6 ～ 7

あなたがたの思い煩いを、いっ
さい神にゆだねなさい。Iペテ5:7

 ▢ 聖句暗唱 _II コリ 5:17

 ▢ 聖書通読 _ 創 25 章

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 26 章
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ヨハ 14:14　あなたがたが、わたしの名によって何かをわたしに求めるなら、わたしは
それをしましょう。

マタ 10:34 ～ 39　自分の十字架を負ってわたしについて来ない者は、わたしにふさわ
しい者ではありません。自分のいのちを自分のものとした者はそれを失い、わたしのた
めに自分のいのちを失った者は、それを自分のものとします。(38 ～ 39)

祈れます！ 証人の祝福を味わう

505 番 わが望み祈るのは（新 452 番） 344番 この目は何も見えずとも（新545番）

救われた神の子どもは、どんな答えを受けたのでしょうか。すでに数
えられないほど多くの祝福を受けました。何よりもイエス・キリストの
御名で祈ることができる最も大きな答えを持っています。霊的な力を受
けて、すべてを回復する祈りという契約の旅程をどのように歩いて行く
べきでしょうか。

1. すべて回復する祈りで霊的状態を変えなさい
私の霊的状態をどのように変えられるのでしょう。私の刻印、根、体

質が変わらなければなりません。私の考え、心、脳、たましい、永遠な
ことはつながっているからです。しかし、自分で霊的状態を変えること
はできません。完全福音で深い「礼拝」使 1:1、3、8 の中に入るとき、神様
が霊的状態を変えて回復してくださいます。。

2. 祈りで霊的力を育てて、霊的背景を味わいなさい
神様のみことばを正確に握れば祈りになります。まことのミッション

を握ったからです。深い祈り、深いみことば、深い黙想を通して、新し
い力も受けます。よく未信者が言う運命が、永遠にひっくり返る祝福で
す。三位一体の神様の奥義だけでなく、神の子どもの身分と権威という
最高の霊的背景まで味わうことができます。

私の力で別のことはできません。しかし必ず見つけて味わわなければ
ならないことがあります。私は「祈りの霊的サミット」として招かれた
のです。神様は Remnant の祈りに霊力、知力、体力、経済力、人材力
5 力で答えてくださいます。

イエス様は弟子を証人として派遣されました。また、イエス様は家庭
と家系とすべての現場に、私を証人として送ることを願っておられます。
神様がくださった証拠は何であり、どのようにキリストの証人として出
て行けるのでしょうか。

1. 味わうこととついてくること証拠の証人
私が味わうことができる証拠は、神様が私とともに WITH おられる救い

です。また、神様は私たちとともに Immanuel おられ、教会を建てられます。
難しい現場でも、すべてのことを働かせて Oneness 契約を成就されます。
伝道者の生活を通してついてくる証拠もあります。神様はただ、唯一性、
再創造の証拠を出会いと事件と現場ごとに現してくださいます。

2. 三つの証拠を持つ証人
最初に、元祖の祝福創 12:1 ～ 3 を味わう証人です。足りない私を通して

世界を生かすという約束を福音によってくださいました。二つ目、霊的
証拠の証人です。マタ 4:19、マコ 3:13 ～ 15、マタ 10:1 ～ 42、ルカ 10:19 絶対旅程の祝
福と道しるべをくださいました。マタ 28:16 ～ 20、マコ 16:15 ～ 20、使 1:8 三つ目、
実際の証拠の証人です。毎日、私自身に、他の人が見て知ることができ
るように、聞けない人に出て行って、伝える証人です。

実際の伝道をどのように始めなければならないのでしょうか。近くの
家族と友だちとともにみことば運動タラッパン伝道運動から始めれば良いので
す。親戚やさらに広く多民族と TCKThird Culure Kid を抱いて、教会の方向
に合わせて宣教を持続することが重要です。私が毎日、絶対証人の祝福
を味わう絶対弟子になることを告白しましょう。

契約の祈り
祈る霊的サミットとして霊的状態と力と背景を味わいますように。イ

エス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン

契約の祈り
成り立つようになる伝道運動の絶対証拠を持つ絶対証人として立てら

れることを信じてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アー
メン

Q.
祈れますか

精神病棟の女の子が、ひとりの
看護師に出会いました。
福音を持つ看護師は、祈ること
ができました。
すべてあきらめていた女の子が
いやされました。
それで終わりではありません。
その女の子もまた、神様に祈り
ました。

彼女が「アン・サリバン」です。
看護師になって数多くの人々を
福音でいやしました。
その中の 1人がヘレン・ケラー
です。

祈る、祈ることができる、祈り
が成り立つ私にはたして、何が
本当の問題でしょうか。

「あなたがたのうちに苦しんでい
る人がいますか。
その人は祈りなさい。
喜んでいる人がいますか。
その人は賛美しなさい。」ヤコ 5:13

Q.
証拠はありますか

証人は証拠を持っている者です。
弟子は師匠に従う者です。
私はただキリストの証人です。
私はどんな証拠を持っているで
しょうか。
はたして私はキリストにだけ従
う者でしょうか。

「あなたがたはわたしの証人、わ
たしが選んだわたしのしもべで
ある。
これは、あなたがたが知って、
わたしを信じ、
わたしがその者であることを悟
るためだ。
わたしより先に造られた神はな
く、わたしより後にもない。」
イザ 43:10

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 27 章

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 28 章
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