
06
A P R I L・月

07
A P R I L・火

使 19:8 ～ 10　これが二年の間続いたので、アジヤに住む者はみな、ユダヤ人もギリシ
ヤ人も主のことばを聞いた。(10)

使 1:1 ～ 8　イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに現われて、神の国のこと
を語り、数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。
(3)

別の理由 収穫感謝と神の国

493 番 主イエスわれに命たまい（新 436 番）
382 番 約束の地を（新 347 番）

世の中には多くの団体がありますが、世の中を生かすことができる内
容がありません。りっぱな人は多いのですが、生かす内容を持つ弟子も
やはりいないので、持続ができません。それゆえ神様がこの時代を生か
す残りの者、隠された者、寄留者旅人として私を呼ばれました。世の中を
生かすために持って味わうべき別の理由は何でしょうか。

1. 別の人
救われた者は他の人と違います。ですから「弱い」または「強い」と

いう修飾語が似合いません。神様は福音を持つ私とともにおられます。
すなわち、私の身分は神の子どもで、私の背景は天国です。ヨハ 1:12 神の
子どもである特権を持つ私は、新しい被造物になりました。Ⅱコリ 5:17 い
ま私の中にはキリストがおられます。ガラ 2:20

2. 別の世界、別の力
救われた者は神の国使 1:3 という別の世界の中にいます。ここで神様か

ら与えられたミッションと力を受けるなら、証人になります。2:1 ～ 13 パ
ウロもやはり確実なこの約束を握って宣教師として出て行くとき、マケ
ドニヤへ行くとき、ローマに行く前に聖霊の導きを受けました。13:1 ～ 4、

16:6 ～ 10、19:1 ～ 7 それだけではなく、別の力も持ちました。どこへ行って
も三位一体の神様が私とともにおられ 1:1 ～ 8 神の国の背景ピリ 3:20 を味わ
うことができます。暗やみの権威を打ち砕く力もすでに持っています。
ルカ 10:19

別の人というアイデンティティを持って、別の世界の中で、別の力を
味わうとき、みことばの流れが見えます。絶対契約があるので心配しま
せん。絶対計画の中にいるので、すべてを譲ります。絶対旅程の中でみ
ことばだけについて行きます。神様の時刻表に成し遂げられる絶対目標
が見えて、証人になって絶対作品を残すようになるでしょう。

世の中には神様を信じる人と信じない人がいます。神様を信じなくて
も成功できます。しかし、霊的力がなければ、世の中とサタンの奴隷で
あることも知らないまま、分からずに死んでいきます。神の子どもであ
る私は、霊的奥義を知っていますか。神様から与えられた背景を味わっ
ていますか。仮庵の祭り収穫感謝祭はどんな契約を含んでいるのでしょうか。

1. 御座の背景のはじまり
仮庵の祭りは、天の御座の背景を意味します。すなわち、天の御座が

私たちの背景です。エジプトに 9 つのわざわいが起きても出エジプトさ
せなかったパロ王が、血を塗ったその日に降参して、出て行けと言いま
した。羊の血を塗るその日、キリストの契約が宣言されるその日、イス
ラエルのわざわいが一気に解決されたのです。神様はサタンを踏み砕く
キリストの契約をくださいました。

2. 天国の背景の味わい
神様はすべての過程の中で天国の背景で私とともにおられます。この

契約を握って味わうならば、絶対に揺れる理由がありません。この世の
お金、ポジションのために戦う必要もありません。死の前でも恐れるこ
とはありません。この背景の中で未来までも約束してくださいました。
目に見える暴風の中でも、神様が約束を成し遂げてくださる未来を約束
してくださいました。

神様は荒野生活の中でもイスラエルの民を守ってくださり、約束の地
カナンに入ることを約束してくださいました。荒野で完全な天国の背景
を約束してくださったのです。私は神様のすべてを味わうことができる
神の子どもです。世の中を掌握したサタンを圧倒する権威を持っていま
す。この驚くべき祝福を味わう証人として立つことを決断しましょう。

契約の祈り
神様の絶対契約を握って、理由ある絶対作品を残しますように。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
神様が約束された神の国の背景を味わう今日になりますように。イエ

ス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン

Q.
力も、背景も、
実力もない
私はどうすれば？

絶対契約を握って

心配を捨てれば良いのです。

絶対計画を発見して

譲れば良いのです。

絶対旅程の中で

みことば成就を
見れば良いのです。

絶対目標の中で

神様の時刻表を
見れば良いのです。

絶対作品を残す

証人になれば良いのです。

Q.
私は
霊的奥義を
知っているの
でしょうか

神様を信じますか。
YES　　　　　NO

あなたはサタンの国の
背景の中にいます。

福音を知っていますか。
YES　　　　　NO

あなたは暗やみの
勢力に勝つ奥義を

失いました。

霊的奥義を知っていますか。
YES　　　　　NO

あなたは神の国を
味わっていません。

あなたは神の国を
味わっています。

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 29 章

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 30 章
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A P R I L・水

マコ 8：33 ～ 38　それから、イエスは群衆を弟子たちといっしょに呼び寄せて、彼ら
に言われた。「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を
負い、そしてわたしについて来なさい。いのちを救おうと思う者はそれを失い、わたし
と福音とのためにいのちを失う者はそれを救うのです。 (34 ～ 35)

全世界より尊いこと

どんなに熱心に生活しても、命を失えば意味がありません。しかし、
イエス様が命より尊い十字架、すなわち、福音の価値について語られま
した。福音は私のすべてを捨ててもよいほどの価値があります。深い祈
りの中でこの価値を発見できます。何を発見するのでしょうか。

1. 全世界より尊いいのちをかける理由
信仰生活とは、全世界より尊いものを発見することです。モーセはエ

ジプトでのすべての栄光を捨てました。しかし、イスラエルの民は衣食
住の問題がなかったエジプトでの生活を恋しく思いました。出エジプト
のリーダーであったモーセ、12 人の偵察人の中で契約の告白をしたヨ
シュアとカレブ、ダビデ、オバデヤは、全世界より尊く、自分のいのち
より尊いことを発見しました。神様は彼らを通して神様の契約と神様の
働きをされました。

2. いのちをかける方法と内容
いのちをかけて出エジプトしたイスラエル民族は、幕屋を建てました。

アッシリヤ、アラム、ペリシテの続く攻撃の中で、神様はダビデを通し
て神殿を準備し、パビロンの捕虜になったときには、神殿を再建させま
した。これが霊的戦いの方法です。神殿は全世界 237 か国の人々が力
を得る重要な場所です。すべての問題を解決されたキリスト、神の国、
ただ聖霊の契約によって全世界 237 か国を生かすことがいのちをかけ
る内容です。神様は全世界 237 か国のサタンと霊的戦争ができる教会
とシステムを必要とされています。

神様が必要とされること、神様がなさることの価値を知るならば、恐
れが去ります。死も怖くないその価値を発見する今日であることを望み
ます。

契約の祈り
神様の契約にいのちをかける理由と価値を知る神様の証人になります

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。

Q.
知っていますか

何よりも尊いもの、

いのち

いのちを持った人生の中で
神様は肉体のいのちと
比べられないまことのいのちを
くださいました。

サタンと悪魔のしわざを
打ちこわして
運命と地獄の背景に
圧倒的に勝った

イエスのいのちが

私の中にあります。

そのため、
私と私たちは尊い存在です。 

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 31 章

493 番 主イエスわれに命たまい（新 436 番）

インマヌエル教会 聖日 2 部 / 2019.11.17 2020 APR 08 / 祈りの手帳
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A P R I L・木

ガラ 2:20　私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているので
はなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生きている
のは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっている
のです。

自活

今は伝道弟子が自ら起きる時刻表です。自活しかし、未自立の 90% が
あきらめと葛藤の状況にいます。自立した 10% さえも、霊的に揺れて
います。したがって、伝道弟子はメッセージの中でミッションを握って
伝えなければなりません。そのとき、自ら起きることができます。どん
なミッションでしょうか。

1. 正しい契約を握りなさい
牧師はキリストの大使で、牧師夫人はいやして教えるお母さんです。

重職者は主のしもべを助ける者、同労者、家主で、Remnant は既成世
代を生かすことができます。病気の者、障がい者には、最高のミッショ
ンが与えられました。

2. 契約の旅程の中で私を発見しなさい
正しい契約を握れば、その旅程の中でキリストを告白するようになり

ます。キリストの他のすべての間違った考えを捨てるようになります。
マタ 16:16 ～ 20、17:1 ～ 9 その後、カルバリの丘 28:1 ～ 20 とオリーブ山使 1:1、3、8

で与えられた契約を持って出て行けば、すべての答えが成就します。2:1

～ 47 このとき、新しい被造物になった、すべてを完了されたキリストと
ともに生きる私を発見することができます。Ⅱコリ 5:17、ヨハ 19:30、ガラ 2:20 つ
いに 237 センターで訓練を受けて、契約の現場に派遣されるようになる
のです。

伝道弟子は 24 時祈りで幸せな旅行ができます。神様はこの旅行の中
に私を越える 25 時の答えを備えてくださいました。それだけではなく、
永遠の未来が含まれています。永遠の未来に向かって献身する今日であ
るように願います。

契約の祈り
神様のみことばの中で正確なミッションを握って伝える伝道弟子にな

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

Q.
237センター

訓練基礎理解

237 センターは現場を中心に訓練して派遣する訓練場です。237
センターでは 5 弟子を養成します。

1. 24弟子です。
ひとつの現場を置いて 24 時集中できる弟子です。このとき、現
場の長い間続いていた 12 の問題創 3、6、11 章、使 13、16、19 章、未信

者状態 6 つの刻印、根、体質を変えることができます。

2. 専門弟子です。
世の中は 3 団体ニューエイジ、フリーメイソン、ユダヤ人組織が掌握して
います。私を犠牲にして私のことを捧げて Remnant を育てる弟
子が必要です。

3. モデル弟子です。
聖書的伝道運動のモデルになる人物を育てて伝道運動の実際を
見せなければなりません。

4. いやし弟子です。
霊的、精神的、肉的に病気になっている世の中をいやす弟子を
派遣しなければなりません。

5. サミット弟子です。
Remnant が福音を体験してタラントを見つけるサミット弟子の
集いが必要です。

 ▢ 聖句暗唱 _ Ⅰコリ 4:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 26 章

493 番 主イエスわれに命たまい（新 436 番）

地域伝道弟子訓練メッセージ/ 2019.11.19 2020 APR 09 / 祈りの手帳
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A P R I L・金

使 9:10、15　さて、ダマスコにアナニヤという弟子がいた。主が彼に幻の中で、「アナ
ニヤよ」と言われたので、「主よ。ここにおります」と答えた。(10)

重職者の価値

神様は福音を持つ重職者がどこにいるのかを知っておられます。それ
ゆえ、時代を生かすパウロをアナニヤに送られました。聖書を見れば、
神様がいつも重職者に一番最初に答えをくださったことが分かります。
聖書の重職者は、福音契約と伝道の中にすべてがあることを知っていまし
た。それならば、初代教会の重職者は何をしたのでしょうか。

1. 専門伝道チーム、ミッション専門チーム
ただ伝道だけする専門チームを構成しました。人気とか、うまくいく

ことは考えませんでした。教会を生かすほど、ただ伝道といやしをして、
サミットを立てる地教会運動をしました。その後、教会に人が集まって、
その流れが宣教につながりました。

2. ミッション専門チーム構成
危機の時ごとにミッションを成し遂げる専門チームの答えが起きまし

た。ロマ 16 章、I コリ 16 章、コロ 4 章イエスを信じて伝道する者を殺す危機時代に、
初代教会の重職者は、マルコの屋上の間に集まったのです。また、彼ら
はいのちかけて預言者を保護したオバデヤのように、伝道者を助ける者、
家主、同労者の役割はもちろん、次世代を育てるために会堂に入って福
音を伝えました。使 17:1、18:4、19:8 その後、自然に宣教専門チームを構成
して残りの者、散らされた者、隠された者、寄留者、弟子を見て探しま
した。

重職者がこのような答えを受ければ、教会、現場、次世代が生かされ
ます。主のしもべは力を受けて福音を宣べ伝えます。これが重職者の価
値です。

契約の祈り
福音と伝道の中にすべての答えがあることを知って、教会、現場、次

世代を生かしますように。イエス・キリストの御名によってお祈りしま
す。アーメン

Q.
教会を生かす答えを受けた

重職者、ワナメーカー John Wanamaker, 1838~1922

神殿に向かった心

幼いジョンが通った「First Independent Church」は、古い建
物で、雨が降ると屋根から雨漏りがして、教会の広場は塗装を
していなかったので、いつも泥沼になっていました。靴と靴下
が濡れて礼拝堂も汚なくなるしかありませんでした。しかし、
教会の信徒は不平をならべるだけで、誰も対策をたてる人がい
なかったのです。Nobody 幼いジョンは、そのような残念な状況を
見て、教会の広場の入口をレンガで塗装すべきだと決心をしま
す。Image 問題を答えとして翌日からジョンは一日 7 セントである自
らの賃金の一部を分けてレンガ一枚ずつを買い、誰も見ない早
朝に教会の広場の入口に敷き始めました。Practice 一人ですれば充
分に 2 年はかかることでした。1 か月後、担任牧師のチェンバー
ズ牧師が、レンガを敷く人を調べてみるために早朝に教会から
出て来てジョンを発見しました。ジョンを見たチェンバーズ牧
師は、心の底から切実に祈りました。「神様、幼いジョンが大人
たちもしない働きをしています」Nobody の答え神様がジョンを必
ず祝福して三十倍、六十倍、百倍で返して下さい」そして次の
週の説教でジョンがした事を話し、教会の信徒はジョンの信仰
と献身に感激して自分たちの利己的で形式的な信仰を反省し、
みんなが力を合わせて教会の広場だけでなく、古い教会の建物
を壊して新しい教会を新築することに心を集めました。誰も解
決できない問題をひとりの Remnant が契約を握って実践したと
ころ、すぐにすべての教会が Oneness なって奇跡が起こったの
です。

そしてチェンバーズ牧師の祈りのとおり、ジョン・ワナメー
カーは多くの教会と YMCA をたてるホーリーメイソン Holy Mason

の答えを受けました。

- 2019 年 4 月号 < 祈り手帳 > 今月の図書から

 ▢ 聖句暗唱 _ Ⅰコリ 4:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 33 章

350 番 わが罪きよめて（新 320 番）

70 人要員訓練メッセージ/ 2019.11.19 2020 APR 10 / 祈りの手帳
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A P R I L・土

ロマ 16:25 ～ 27　私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたっ
て長い間隠されていたが、今や現わされて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によっ
て、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あな
たがたを堅く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによっ
て、御栄えがとこしえまでありますように。アーメン。

Remnant インターンシップ

Remnant の年齢で福音の価値を知ることは難しいです。生きていき
ながら答えを受けるので、いまはよく分からないのが当然です。ですか
ら、自分の価値が分からず、必要ない悩みをするようになります。それ
なら、Remnant インターンシップミッションホームの機会が重要な理由は何
でしょうか。

1. 緊急な理由
多くの Remnant の考えの中には、すでに誤った刻印が入っています。

誤った根が心を通しておろされるようになります。誤った体質が脳を通
してたましいの中に入りこんでいます。これらすべてのことが、世の中、
家系、家庭、学校、友だち、教会を通して入ってきたのです。

2. タラントを発見して世の中に出て行く準備をしなさい
神様から与えられたタラントを見つけなければなりません。まず、み

ことば運動、祈り運動、福音運動を通して神様が造られた私、神様が与
えられた私のこと、私の現場を見つけて根をいやさなければなりません。
その後 7 つの基礎サミットの道 7 つを植えなければなりません。そうすれば、
歴史を通して過去を、時代を通して現在を、霊的問題が必ず起きる未来
を見るようになります。この準備ができた Remnant は、世の中に出て
行って答えを味わいます。24 時答えを味わって、25 時の働きに方向を
合わせて、永遠の目標のために生きるとき、この時代のゴリヤテとパロ
王に答えを与えるようになります。

霊的世界神の国、サタンの国、永遠の国を見る世界観を持つ Remnant が現実を
正しく見つめるならば、霊的な力で勉強することができます。これが霊
的サミットが世界を変える奥義です。

契約の祈り
Remnant の考え、心、たましいの中にある誤った刻印、根、体質を

変えるインターンシップがなされますように。イエス・キリストの御名
によってお祈りします。アーメン

Q.
神様から与えられたタラントは

どうすれば発見できるのでしょうか

ユダヤ人は幼いころから
トーラー、シェマ、タルムードを読みます。

神の子どもは
聖書を読んで福音の流れを見ます。

ユダヤ人は幼いころから
偉人の話を聞いて育ちます。

神の子どもは神様の力を体験した
聖書の Remnant 7 人ヨセフ、モーセ、サムエル、ダビデ、

エリシャ、イザヤ、パウロの話の中でみことばの流れを見ます。

ユダヤ人は家族みんなで
三つの祭りを重要にして守ります。

神の子どもは三つの祭りの内容を知って
味わいます。使 1:1、3、8

ユダヤ人は安息日を命のように思って
驚くべき集中をします。

神の子どもは、いつどこでも
礼拝に勝利する答えを持っています。

ユダヤ人は 13 歳で
タラントを発見して成人式をします。

神の子どもは、ただキリストの奥義を
先に発見します。

ユダヤ人はあちこちに会堂を作って
集まるようにします。

神の子どもは神様から与えられた
唯一性を味わいます。

ユダヤ人の成功した人物が
ロッジに集まって世の中を動かします。

神の子どもは神様から与えられる再創造に

挑戦するとき、世の中を生かすようになります。

 ▢ 聖句暗唱 _ Ⅰコリ 4:1

 ▢ 聖書通読 _ 創 34 章

400 番 十字架の旗、主の真理（新 358 番）
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