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A P R I L・月 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、（25）

個人未自立挑戦 - 救い身分

206 番 いともながく罪にしずみ（新 284 番）

信徒が自立できないために、未信者の奴隷になっています。そのよう
になる時ごとに、神様は福音を持った重職者と Remnant を用いられま
した。彼らは、神様の絶対計画に挑戦する理由と時刻表を知っていまし
た。正確な契約を握って挑戦する者に起こることは何でしょうか。

1. みことばが臨む働き
時代ごとに神様が備えられた一、二人に神様のみことばが臨みました。

彼らがみことばを正確な契約として握って挑戦したのです。時代に臨ん
だ災いをひっくり返して運命を変えました。奴隷、捕虜、属国状態でし
たが、個人が自立したうえ、さらに次世代を生かしました。アブラハム
に働きが起きたのも、正確な契約を握った時でした。創 12:1 ～ 3 聖書に記
録された 7000 回の約束はそのまま成就されました。私たちが正確な契
約を握るなら、神様は必ず働かれます。

2. みことば成就
神様のみことばは 100％成就されるため、確実な未来を見ることがで

きます。契約を握って味わう中でビジョンが見えて、正確な夢を見るよ
うになります。その後、霊的サミットになり、技能と文化がついてきます。
小さいことが作品となり、危機の中で証人として立つようになるでしょ
う。

神様が救われた神の子どものために備えられた 5 つの力５霊力を見つけ
て味わうとき、証人として立つようになります。祈りを通して味わう霊
的な力、Tacit power その中でくださる神様の知恵、知力伝道と宣教のための
体力、祝福世の中を動かす経済力、神様の 6 つの道具救われるたましいとの出
会いの祝福です。この力によって起きて、時代を生かす使命をはたすよ
うになるでしょう。

契約の祈り
神様の救いの祝福と正確な契約を握って、個人未自立を解決する証人

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

 ▢ 聖句暗唱 _I ペテ 5:7-8

 ▢ 聖書通読 _ 創 47 章
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Q.
「伝道の理由があれば生き、
なければ行く」

私は今でも覚えています。
ある牧師が、体が病んでいるときに言われたことばです。
簡単に言われました。

「伝道の理由があれば生き、なければ行く」
そうです。確実なことです。
これ以上、福音を伝えることがなければ、
何のために生きるべきでしょうか。

私の悩みは何ですか。契約を確実に握ってください。
「私がなぜこんなに苦しいのだろうか」
と思うなら解決できません。
契約を正確に握らなければなりません。

ある人ががんになりました。私は言ってあげました。
「神様はあなたを今すぐ呼ばれることもできます。
しかし、なぜがんを与えられたでしょうか。
神様があなたに重要なこと与えようと
証人として呼ばれたのではありませんか」
そうです。正確な契約を握らなければなりません。
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創 26:12 ～ 24　イサクはその地に種を蒔き、その年に百倍の収穫を見た。主が彼を祝
福してくださったのである。こうして、この人は富み、ますます栄えて、非常に裕福になっ
た。（12 ～ 13）

経済未自立挑戦

71 番 みなささげまつり（新 50 番）

3 団体の人々は、文化と第 3 次、4 次産業で世界経済を掌握しました。
聖書の重職者たちは、いつも契約を握り、神様の計画と力によって光の
経済を受けました。重職者が受ける経済の答えは何でしょうか。

1. 献金経済
ほとんどの信徒には献金する余裕がありません。世の中での生活のた

めに経済計画を立てますが、献金計画は立てません。戦争で勝利したア
ブラハムは、神様に十分の一をささげました。創 14:14 ～ 20 危機の時代に
オバデヤは預言者 100 人の食事のための経済を準備しました。Ⅰ列 18:1 ～

15 貧しい信徒たちの献金で世界を生かす働きが起きました。使 2:43 ～ 45 重
職者は、神様が備えられた光の経済を掌握する主役です。

2. 伝道運動と次世代のための経済
神様は重職者の産業にただ、唯一性、再創造の祝福を与えられて、誰

も止めることのできないように、誰もついてくることができないように
働かれます。そのため、神様は重職者に伝道と宣教経済を許されます。
これがタラッパン経済です。マルコの屋上の間で始まった経済が、ロー
マまで征服しました。初代教会は、十分の九をささげるほど答えを受け
ました。また、未来を見て Remnant を育てて、第 4 次産業、文化産業、
バイオテクノロジー産業に挑戦しなければなりません。

パウロとパウロのチームは、ローマを生かす経済を準備しました。そ
の前に、神様が世の始まる前から備えられた福音の奥義を自分のことと
して受け取りました。私が神様に集中するこの時間、神様が備えられた
24 時、25 時、永遠の答えを見るようになるでしょう。

契約の祈り
神様がくださった福音に集中する中で、伝道と宣教のための光の経済

を回復しますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン

 ▢ 聖句暗唱 _I ペテ 5:7-8

 ▢ 聖書通読 _ 創 48 章

第 3 次重職者大会 2 講 / 2019.12.13 2020 APR 28 / 祈りの手帳

Q.
献金経済？

故ヤン・ボンファ長老の話

北朝鮮で金日成が教会を去って党を作ったとき、彼のいとこで
あったヤン・ボンファ長老は北朝鮮から逃げ出しました。一時
的な退避であると思ったために、お金も持ってこなかったので
す。聖書と教会の会計帳簿だけ持って逃げましたが、永遠に戻
れなくなりました。彼は金日成の母方のいとこであったために、
北朝鮮で成功するしかない人物でした。しかし、ただ信仰のた
めに南の方に来ました。

ビルがとても多かったのでビルを管理する職員がいました。不
動産を別に管理する執事がいました。普通の人ではなかったの
です。会社所有の建物の中で賃貸料が一番多く出る建物の家賃
は全部献金にささげました。彼の家には宣教師と教会を助ける
ための帳簿がありました。長老が言ってくださったのではなく、
私が直接目撃したのです。誰かが私にこんなことも言ってくれ
ました。大韓民国の財閥も急にお金が必要な場合は長老の所に
訪れて来ますと。

神がこの方をどれほど祝福されたのでしょうか。

「また、私の神は、キリスト・イエスにある
ご自身の栄光の富をもって、
あなたがたの必要をすべて満たしてくださいます。」ピリ 4:19
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使 11:19 ～ 30　さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、
フェニキヤ、キプロス、アンテオケまでも進んで行ったが、ユダヤ人以外の者にはだれ
にも、みことばを語らなかった。（19）

使 13:1 ～ 12　彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊が、「バルナバとサウロを
わたしのために聖別して、わたしが召した任務につかせなさい」と言われた。そこで彼
らは、断食と祈りをして、ふたりの上に手を置いてから、送り出した。（2 ～ 3）

教会未自立挑戦 伝道宣教未自立挑戦

マルティン・ルターの宗教改革、その背景には、実際の経済を握って
いた地域の城主の献身がありました。聖書の重職者も危機に瀕している
教会を生かしました。教会を第 1 順位とし、すべてをかけました。彼ら
が受けた答えは何でしょうか。世界の教会が閉鎖している今、私はどの
ような挑戦をすべきでしょうか。

1. 信仰の枠
イスラエルの民は、「主は、イスラエルだけの神である。すべての国を

征服するメシヤが来られる。イスラエルだけ選民である。律法と安息日
と神殿を徹底的に守らなければならない。」という誤った信仰の枠を持っ
ていました。初代教会の重職者は、この枠を完全に壊しました。ともに
集まって祈り、全世界に散って福音を伝えて宣教する教会を建てました。
使 1:14、2:9 ～ 11、11:19

2. 生活の枠
彼らは、キリストを信じると死ぬ危機の状況に置かれていました。そ

れにもかかわらず、カルバリの丘の契約、オリ－ブ山の契約を握ってマ
ルコの屋上の間に集まりました。教会の祝福を知っていたためです。結
局、重職者たちはアンテオケ教会を建て、宣教師を派遣してローマに福
音を伝えました。教会を生かす理由と内容を知っている重職者が世界を
ひっくり返しました。

重職者数人が起き上ると、3000 人の弟子が起きて、使 2:41 多民族運動
が始まりました。11:19 ～ 30 神様が全世界に弟子を起こし立てられたので
す。ロマ 16:1 ～ 27 今も全世界に弟子が備えられています。これが重職者が
全世界に向けて正確に挑戦すべき理由です。

サタンは時空を超えて全世界にわざわいを広めています。時空を超え
る答えといやしが伝道と宣教です。三位一体の神様と神の国の背景と信
徒が持っている権威は、時空を超越します。この奥義を持った重職者は、
神様がなさる伝道と宣教に用いられました。彼らに神様が与えられる答
えは何でしょうか。

1. 誰も行けない現場、誰も見つけられない時間
神の国のミッション使 1:3 を持った人々が散らされて派遣されました。

サマリヤのように、誰も行けないところに行くようになり、大きな患難
の後にアンテオケで働きが起きました。医師が絶対にいやせない現場を
いやす働きもありました。五旬節の日、聖霊の働きがその始まりでした。
パウロチームを現場に導いたのも聖霊でした。世々にわたって長い間隠
されていたが、今や現わされて、とこしえまである福音を発見したので
す

2. 誰も見つけられない道、どこにもない答え
多くの働き人が大学で伝道をすると言いますが、会堂運動の道を見つ

けていません。しかし、パウロは、会堂に入り込みました。使 17:1、18:4、

19:8 神様は、誰も見つけられなかった現場に送られたのです。その後の
行き先は Remnant が生かされて、宣教が成り立つ産業現場です。祈り
の中で、神様がくださった 6 つの道具を使えば良いのですす。

神様が私を伝道、宣教の主役として呼ばれました。私の状態とは関係
ない、神様の約束です。マタ 24:14、29:20、使 1:8 しかし、この約束を発見する
霊的状態が重要です。24、25、永遠を味わう祈りの中で、私すべきことは、
ただ、唯一性、再創造の祝福を味わうことです。

契約の祈り
信仰の枠、生活の枠、世界の枠を変えて、教会自立に挑戦しますように。

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
時空を超越する神様に向けて祈る中で、聖霊の導きに従って、誰も行

けない現場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

 ▢ 聖句暗唱 _I ペテ 5:7-8

 ▢ 聖書通読 _ 創 49 章

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 40:31

 ▢ 聖書通読 _ 創 50 章

498 番 求むわれに恵みの主（新 441 番） 276 番 灯台はるか（新 510 番）
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Q.
教会未自立の
解決のために

長老は、正確な契約を握って、

人生をかける最後の挑戦をしな
ければなりません。
初代教会で按手執事を立てま

した。使 6:1 ～ 7 按手執事は、牧
会者が祈りとみことばに専念す
るように、教会のすべてのこと
と財政を担当して、現場を生か
さなければなりません。
初代教会の勧士は、教会の母

の役割を果たしました。すべて
を犠牲にしました。

若い産業人は、神様から与え

られた専門性をもってエリート
を生かし、Remnant を育てなけ
ればなりません。
名もなく光もなく、神様の働き
を起こした人が署理執事です。
使 2:42 ～ 47 教会のために完全に
献身しなければなりません。

それなら、
私には何ができますか。

Q.
答えより
重要なのは？

これからは
質問する必要があります。
本当に神様が願われることは
何なのかを！
答えを見つけることが
できなくても大丈夫です。
質問する瞬間、
私の「霊的状態」は変わります。

「 あの人たちはどうしたのか、
私の教会は、
私の家はどうしたのか」

と思う瞬間、
私の霊的状態は変わります。
 「 私にお金はない。

世界を福音化して、
神殿を建築することは
できない」

と思うときは、すでに
霊的に負けた状態です。
答えより重要なのは
霊的状態です。
霊的状態によって神様の働きが
起きるからです。


