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A P R I L・月 ロマ 16：23　私と全教会との家主であるガイオも、あなたがたによろしくと言ってい

ます。市の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。

残す者、
ローマ強大国を生かしなさい！

470 番 しずけき河のきしべを ( 新 413 番 )

神様の答えを受けた以降、個人と教会が崩れる理由は何でしょうか。
残す者として福音を正確に伝えることができなかったからです。福音よ
り別のこと律法主義、神秘主義、人間主義などに集中して、奴隷、捕虜、属国になり
ました。強大国を生かす福音運動を起こすために回復すべきことは何で
しょうか。

1. 福音運動を回復しなさい − 福音と教会回復
エデンの園事件で、神様の契約である福音、創 3：15 霊的奴隷の状態か

ら解放される福音、出 3：18 捕虜になった者たちを自由にさせる福音、イザ

7：14 属国ですべての問題を解決する福音マタ 16：16 を回復するたびに、教
会神殿が生かされました。初代教会のように、ソロモン神殿、ゼルバベル
神殿、ヘロデ神殿が逃した教会回復を超えて、教会堂と文化まで生かす
伝道運動に集中すべき使命があります。

2. 福音運動を伝えなさい − 福音 Remnant 運動回復
律法を超えて契約申 6：4 ～ 9 を回復して、すべての偶像を捨ててミツパ

Ⅰサム 7：1 ～ 15 に集まりました。ドタンの町Ⅱ列 6：8 ～ 24 と見張り人運動イザ

60、62 章で光を照らして、戦わずに勝利しました。パウロと初代教会の弟
子たちは、会堂運動使 17：1、18：4、19：8 に集中しました。Remnant に正
しい福音を伝えることが、民族を生かして、強大国まで救う唯一の道で
あるためです。

初代教会の弟子たちと Remnant は神様と特別な裏面契約を結びまし
た。教会と現場と次世代を生かす主人公でした。この契約を握った私に
も、強大国と全世界を生かす宣教的企業、社会的企業、文化的企業のミッ
ションをくださったことを確信して、感謝します。

契約の祈り
福音運動を持続する残す者として、福音 Remnant 運動と 237 か国に

向けて進みますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。

 ▢ 聖句暗唱 _ ヤコ 4:7

 ▢ 聖書通読 _ 創 41 章
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Q.
どのように
崩れた教会と
神殿を回復するのか

人仰生活なのでしょうか。
世の中と人だけを見ると、
世の中の奴隷に転落します。
信仰生活なのでしょうか。
神様だけを見上げて、
ただ神様のみことばだけに
従いなさい。

優先順位を確かにしなさい。
神様に導かれるとき、
神様が願っておられるまさに
そのことが成就されます。

｢また、鳩を売る者に言われた。
『それをここから持って行け。

わたしの父の家を
商売の家としてはならない。』

弟子たちは、
『あなたの家を思う熱心が

わたしを食い尽くす』
と書いてあるのを
思い起こした。｣ ヨハ 2：16 ～ 17
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A P R I L・火

Ⅱ列 19:35　その夜、主の使いが出て行って、アッシリヤの陣営で、十八万五千人を打
ち殺した。人々が翌朝早く起きて見ると、なんと、彼らはみな、死体となっていた。

リーダーが行う急務霊的パニック状態

ほとんどの人が目に見えることで戦争をしています。しかし、サタン
は目に見えないことを持って世の中をのろいとわざわいの中に追い込ん
でいます。ここに明らかな答えを与えなければならない教会でまで、目
に見えることにだまされて、多くのことを逃しました。それなら、世界
を生かすリーダーとして呼ばれた私は、どのような戦争をすべきでしょ
う。

1. 時空を超える戦争
目に見えない暗やみの勢力との戦争をしなければなりません。この戦

争は、時空を超越します。この霊的戦争に対する感覚を回復することは
非常に重要です。神様は今、この時代に福音を持った神の子どもを、こ
の戦争のリーダーとして呼ばれました。24 時の奥義を回復すると、時
空を超越する神の国のレベルを見て、永遠の勝利を確認することができ
ます。

2. 弟子戦争、最後の戦争
契約を握った者に重要な戦争が残っています。まず、3 つの弟子を立

てる戦争です。聖書の Remnant7 人のように、霊的なことを事実的、
科学的、聖書的、福音的に見る 24 弟子を残すことです。また、専門現
場に 6 つの道具をもって答えを与える専門家弟子と伝道のモデルとなる
弟子です。その後、24 時祈りと伝道、学業の中でこの戦争をする残り
の者を立てなければなりません。

神様がすでに勝利された戦争です。神様のみことばを 300％信じる時
に見えます。世が与えられない成功を持ったことが分かります。神様が
力の御手で捕らえてくださっていることを知るようになります。そのと
き、神様から与えられる力によって全世界 237 か国を生かすことがで
きます。

契約の祈り
霊的な目が開かれたリーダーになりますように。霊的世界を見る目を開

いてください。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.
私はリーダーですか
誰がリーダーですか

誰でもリーダーになれるのでは
ありません。
しかし、福音の中では
誰でもリーダーになりました。

奴隷出身の囚人ヨセフも、
養子出身の逃亡者モーセも、
羊飼い出身の少年ダビデも、
孤児だったエステルも、
農夫だったエリシャも

霊的世界を見る
リーダーになりました。

この奥義を持っているあなたは、
Nobody の答えの中にいる
Somebody です。

 ▢ 聖句暗唱 _ ヤコ 4:7

 ▢ 聖書通読 _ 創 42 章

489 番 のぞみも消えゆくまでに（新 429 番 )

北米 RCAリーダー修練会 1 講 / 2019.11.27
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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）しかし、主はこう
言われた。「行きなさい。あの人はわたしの名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の
前に運ぶ、わたしの選びの器です。」（15）

いやしとサミット弟子

248 番 ああうるわしきシオンの朝（新 550 番）

アメリカとヨーロッパのような先進国でさまざまな事件や事故が後を
絶たない時代です。すべてを持っているようですが、霊的なことは知ら
ないためです。問題は、教会が霊的事実を言わないということです。そ
のため、祈りの力も知ることができません。このとき、神様が福音を持っ
たリーダーとして私を呼ばれ、世の中を生かすミッションをくださいま
した。何でしょうか。

1. いやし弟子とサミット弟子
肉的なことしかない病んでいる世界をいやすミッションをくださいま

した。12 のサタンの道具創 3、6、11 章、使 13、16、19 章、未信者状態 6 つを抜き取っ
て、キリスト、神の国、ただ聖霊の契約を根付かせるのです。5 つの原
理で病気をいやし右ページ参照礼拝を通して、脳とたましいが神様に集中す
る力を育てるのです。この事実に挑戦する Remnant は、霊的サミット、
技能サミット、文化サミットに立って時代と王の前に答えを与えるよう
になります。

2. いやしとサミット運動
いやし弟子とサミット弟子を立てることは、同時に行われます。彼ら

を立てる運動が神様がくださった最後の使命です。神様のみことばを刻
印して、申 6:4 ～ 9 神様がくださる力で勝利するミツパ運動、ドタンの町
運動を起こすのです。神様はこの時代と福音を守る見張り人として私を
呼ばれました。今、全世界 237 か国の次世代を立てる会堂運動を始め
なければなりません。

私には、キリスト、神の国、ただ聖霊の契約を味わうサミットタイム
がありますか。この世のサミットが体験する問題は何ですか。今日、彼
らに必要な答えを作品として作る始まりの日になるでしょう。

契約の祈り
いやしとサミット弟子として呼ばれたことを感謝します。サミットを

いやす答えを見つけて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.
未来のわざわいを
いやす方法

新型ウイルス一つが
全世界を襲うと

いかなる権力も、
いかなる経済力も、
いかなる科学も、
これをしずめることは
できませんでした。

あらかじめ
備えることができるなら
結果は変わったでしょう。

ところが、あらかじめ
わざわい時代に備えた
サミット弟子がいました。

霊的世界を見た
ヨセフ、エリシャ
彼らが受けた
聖霊の満たしによって
私たちもこの時代のわざわいを
十分にいやすことができます。

 ▢ 聖句暗唱 _ ヤコ 4:7

 ▢ 聖書通読 _ 創 43 章
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Q.
病気をいやす
5 つの原理

私を造られた神様に集中する

深い祈り

生きていて力があり、
たましいと霊と関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通す

深いみことば

世の中が与えることができない平安の中で、
呼吸しながら味わう

深い黙想

3 白塩、砂糖、小麦粉を避けて、体を生かす

深い食べ物

体のバランスをとって、脳とたましいまでつなげる

深い運動

｢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。｣ ヘブ 4：12

- 祈りの手帳 「深い質問」 (2020.4.14.) 
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A P R I L・木

使 1：1、3　テオピロよ。私は前の書で、イエスが行い始め、教え始められたすべての
ことについて書き、(1) イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに現れて、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)

既成世代を生かしなさい

神様の契約の中に方法だけ合わせるならば、神様のみことばは成就さ
れます。聖書の 7 人の Remnant が証人です。エジプト、ペリシテ、アッ
シリヤ、アラム、バビロン、ローマ時代を生かしました。神様の絶対時
刻表の中で準備された現場で起きた Remnant を通して、既成世代と時
代が生かされました。同じように、この時代と皆を生かすために重要な
ことは何でしょうか。

1. 最初の刻印 − 福音刻印
まず、刻印されたことは必ず現れます。そのために、最初に何が刻印

されるのかはとても重要です。聖書の 7 人の Remnant には、福音の契
約創 3：14、出 3：18 が先に刻印されました。苦しみの中でも契約を握ってい
たために、サタンのだましごとにも揺れませんでした。私は神の子ども
であり、Remnant です。神様はこの契約が先に刻印された人を通して
働かれます。

2. ただの発見、そして答え 職業

Remnant は神様がくださったただ使 1：1、3、8 という答えを持ちました。
この答えを持った人々は、すべて時代を生かしました。これが神様の方
法である Nobody の答えです。だれも見ることができないことを、だれ
も探さない方法で、だれも見ることができない時刻表に、だれも行くこ
とができない場所でするようになるのです。

孤独と問題、危機は必ず訪れます。しかし、神様はいつも私とともに
おられ、私たちとともにおられ、すべてのことを働かせて益としてくだ
さいます。まさに今、神様に向けて集中する力と奥義を味わう時間を持
つことを決断します。

契約の祈り
神様がくださったただの契約で、私の職業の現場でだれもできない答

えが始まりますように。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.
Remnant のパスワード

１ 使 1：1、キリストがすべてのことを終わらせました。

３ 使 1：3、キリストの契約を信じると、

神の国が成し遂げられます。

８ 使 1：8、ただ聖霊が臨むと地の果てにまで証人となります。

14 使 1：14、この契約を握って神様に集中すると、

答えがついてきます。

24 時祈り、Remnant が祈ることができれば、

どこにいても構いません。

25 時答え、神様が働かれる別の人になり、別の世界を見ます。 

永遠の答え、この答えはだれも止めることができません。

全世界の 237 か国、静かにいても

全世界を生かすことができます。

神様は必ず契約を成し遂げておられます。

 ▢ 聖句暗唱 _I ペテ 5:7-8

 ▢ 聖書通読 _ 創 44 章

519 番 十字架を負うかと ( 新 461 番 )

北米 Remnant 大会 (RCA) 1 講 / 2019.11.28 2020 APR 23 / 祈りの手帳
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25
A P R I L・土

ダニ 1:8 ～ 9　ダニエルは、王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと
心に定め、身を汚さないようにさせてくれ、と宦官の長に願った。神は宦官の長に、ダ
ニエルを愛しいつくしむ心を与えられた。

使 1:1、3、8　しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受け
ます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたし
の証人となります。（8）

文化を生かしなさい 世界を生かしなさい

文化を生かすためには、正確な神様のみことばを握らなければなりま
せん。そのみことばを成就される神様が私の背景であり、そのみことば
は、ただ福音によって未来を生かす流れを持って、今も成就しています。
Remnant がこのみことばを刻印して契約として握りさえすれば、文化
を生かすことができます。それなら、Remnant にはどのような未来が
備えられているのでしょうか。

1. 根の変更
間違って刻印されて根付いた文化が変わります。神様のみことばは、

根をひっくり返す力があります。つまり、神様のみことばと契約を握っ
た祈りは、これを可能にします。奴隷、戦争、捕虜、属国の文化に下し
ていた根を変えるのです。

2. 唯一性の答え
この時から、ただの答えに続いて唯一性の答えがきます。神様がくだ

さったヨセフの夢は唯一性の答えとして実現され、モーセは唯一持って
いた杖で紅海を分ける答えを受け、契約の箱のそばにいたサムエルとい
くつかの小石持っていたダビデにも唯一の答えを与えられました。私の
職業がたいしたことに見えなくても大丈夫です。神様は確かに唯一の答
えを備えられました。

神様がくださった唯一性の答えを発見するとき、契約の旅程 CVDIP を味
わうことができます。福音を契約として握って、神様がくださった世界
福音化のビジョンの中で 24 時の夢を見るようになります。神様が造ら
れた本来の形が回復されて、誰も止められない 25 時の働きが起こりま
す。世界 237 か国を生かす永遠な作品を残すのです。

福音は霊的科学です。福音の中に入っている霊的事実を知るとき、世
界を生かすことができます。これが神様の最初で最後の約束です。使 1:8

神様は、霊的な世界を知る Remnant として私を呼ばれ、時空間を超え
る神様の力を通した再創造の祝福を約束されました。何が再創造される
のでしょうか。

1. 職業学業、産業と教会の再創造
ただ聖霊が臨まれるとき、世界を生かす体質に変わります。福音の中

の霊的な大きい力を受けると、職業の中に神様の再創造の働きが始まり
ます。さらに、教会が生かされる再創造が現れます。神様の計画は、ど
んな状況の中でも変わらないために、信じて待つだけで良いのです。

2. 世界の再創造
世の中が知らない、目に見えない驚くべき力が福音の中にあります。

契約の中で、完璧な伝道者の生活 62 の答えがついてきます。キリスト
を悟った瞬間、神の国が臨んで、聖霊が働かれます。 21 の生活がつい
てきて、祈りの門が開かれます。私のタラントが発見され、世の流れを
変えることができます。私の職業は世界福音化に用いられます。ついに
神様が立てられたサミットの座で世の中をいやすことができます。

神様は、家庭と教会、学校と現場に再創造の道を備えられました。い
つでもどこでもキリスト、神の国、ただ聖霊の満たしの契約を探して味
わうだけで良いのです。私は神様が立てられた証人です。

契約の祈り
心に定めたダニエルのように、神様のみことばを契約として握ります

ように。みことば成就の流れの中にいますように。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
世界を生かす契約をくださったことに感謝します。再創造の証人とし

て立ちますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アー
メン

 ▢ 聖句暗唱 _I ペテ 5:7-8

 ▢ 聖書通読 _ 創 45 章

 ▢ 聖句暗唱 _I ペテ 5:7-8

 ▢ 聖書通読 _ 創 46 章

135 番 丘のうえに十字架たつ（新 150 番） 268 番 世界中に宣べ伝えよ（新 505 番）
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Q.
根本を変えることは
できますか

農具一つを作ろうとしても
ペリシテの許可が必須であった
イスラエル。

その小さくて弱い国で
全世界を揺るがして
すべての耳と目を集中させる
神殿を建てることが
はたして
可能だったのでしょうか。

羊飼いが、自分の人生の中に
根を下した契約どおりに
世界の誤った根、慣行、
文化が変わるものすごいことが
始まって完成されました。

神様が与えられる
唯一性の答えであれば
十分です。

Q.
再創造？

再創造は、創造に対する
新しい挑戦です。

普通の被造物が集まって
祈ったその家に
聖霊が臨まれると
驚くべきことが起こりました。

普通のテント製造業者が
福音、ミッション、伝道者に
出会い、ローマ福音化に
オールインしたときに
再創造の答えが始まりました。

彼らの職業と教会は
再創造の Main Stream に
入りました。

神様が
私を通して成し遂げられる
再創造の働きは何でしょうか。


