
使 11:19　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。

散らされた者

259 番 主の光の使者よ（新 502 番）

携帯電話を使って全世界の人と通話をするためには、機械に合う IC
チップ Chip を入れなければなりません。同じように、全世界に散らされ
た者が通じて時代を生かすために必要なことも、ただ一つです。その人々
のたましいに「ただキリスト、福音はすべてのこと、私は世界福音化の
主役」という契約のチップがあることです。この契約が植えられれば、
どんなことが起きるのでしょうか。

1. 神様が上から与えられる力
神様が上から与えられる力が現れます。世界福音化の契約をたましい

に植えたヨセフとモーセはエジプトを生かしました。サムエルのことば
は、一つも地に落ちませんでした。ダビデが行く所に悪霊が逃げました。
神様が与えられる力でエリシャはアラムの国と戦わないで勝ちました。
ダニエルは、バビロンの王たちを感動させました。どんな問題がきても、
初代教会は揺れませんでした。

2. すべてを生かす力
すべてを生かす力が現れます。ヨセフはこの福音の力を持って、誰も

行くことができなくなくて、することはできない働きをして、Nobody 誰
も見ることができない時間を見ました。No time また、誰も行けない道 No 

way に従って、誰も見なかった現場 Nowhere に行って、王の前で答えを与
えて未来を知らせました。

神様は神の子どもに時代ごとに個人、国家、時代に答えを与えること
ができる力をくださいます。この力を受けた者は、いつも奴隷として行っ
た者、捕虜になって行った者、寄留者、すなわち散らされた者でした。
私の状態や環境は関係ありません。神様はただ福音の契約を持った者を
用いられます。

契約の祈り
私のたましいに「ただ福音！福音はすべてのこと！私は世界福音化の

主役！」という契約が毎日植えられますように。そして、全世界 237
か国を生かす主役として用いられますように。イエス・キリストの御名
によってお祈りします。アーメン

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 40:31

 ▢ 聖書通読 _ 出 3 章

東南アジア伝道集会 ( フィリピン ) 1 講 / 2019.12.17

04
M A Y・月

2020 MAY 04 / 祈りの手帳

Q.
問題があるときは

答えから見つけようとせず、
正確な契約を握らなければなりません。
私に必要なことは、ただ福音の契約です。

「私たちの教会はなぜ、こうなのでしょうか」
それはすでに失敗したのです。
「神様が私を通して教会を生かすように
問題を与えられたのだな」
この契約を握らなければなりません。

「私には背景がないのですが」
私にはその背景が必要ありません。
神様は必要ないことは与えられません。

「私はお金もありません」
何も関係ありません。
今現在、そのお金が私に必要でないからです。

「私はなぜこのように孤独の中にいるのでしょうか」
簡単です。
人の慰めがみなさんに必要ではないのです。



使 1:6 ～ 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)

残りの者

514 番 主に仕える者はだれ（新 459 番）

奴隷であったヨセフが、どのように総理になったのでしょうか。羊飼
いダビデが、どのように王になったのでしょうか。異端の濡れ衣を着せ
られた初代教会が、どのようにローマを福音化したのでしょうか。彼ら
はすべて、福音がない所に福音を伝える「残りの者」でした。神様は、
福音を持った「残りの者」にすべての祝福とすべてのことを持ってきて
くださいました。はたして、彼らはどのように世界を生かしたのでしょ
うか。

1. 残りの者、Remnant
この時代の Remnant が記憶すべきことがあります。「私は残りの者

Remnant だ。暗やみを打ち砕く Remnant だ」というアイデンティティ
です。聖書の Remnant ヨセフとダビデは、この契約を信じました。こ
の人々が体験した数多くの困難と苦しみは、最後には現場と世界を生か
す旅程となりました。

2. 残りの者、重職者
オバデヤは契約を知っている重要な重職者でした。悪いアハブ王が認

めるほど、仕事ができる臣下であると同時に、エリヤの弟子として預言
者 100 人を隠して育てました。後に 7 千弟子とドタンの町運動を起こ
した隠れた主役でした。ガイオはパウロとすべての伝道者を助けました。
初代教会の重職者何人かの献身がローマを変えました。

契約の旅程を行けば、すべての答えがついてきます。聖書は Remnant
の旅程を木にたとえました。キリスト、切り株、新しい芽、木、森キリストの契約で
根をおろした Remnant は、契約の旅程 CVDIP に従って必ず世の中を変
化させる旅程を行くようになるのです。All In、All Out、All Change

契約の祈り
福音がない所に福音を伝える残りの者として、暗やみの勢力を打ちこ

わして世界福音化の使命を果たす残りの者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 _ イザ 40:31

 ▢ 聖書通読 _ 出 4 章

東南アジア伝道集会 ( フィリピン ) 2 講 / 2019.12.18

05
M A Y・火

イザヤ 6:13　そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた、焼き払われる。テレビ
ンの木や樫の木が切り倒されるときのように。しかし、その中に切り株がある。聖なる
すえこそ、その切り株。

第 1、2、3 RUTC 実現

「ネフィリム」というのは、ヘブライ語で「落ちる」という意味で、す
なわちサタンのことです。サタンを主人とした3団体ニューエイジ、フリーメイソン、

ユダヤ人組織とシャーマンは、今でもネフィリム運動をしています。この運
動から出る力で第 1、2、3 次産業を掌握しました。それゆえ、全世界
は日増しに霊的問題が来ています。この時代に産業人と重職者が必ずし
なければならないことは何でしょうか。

1. Remnant 運動と RUTC 運動
切り株残りの者は地に根福音をおろして残っています。切り株からは新し

い芽残る者が出てきて、新しい芽が育ってある日、木残れる者になります。
木から多くの種が伝えられて、また、木として育って森を成し遂げます。
残す者 Remnant が集まって Oneness を成し遂げて訓練に集中する所が
RUTCRemnant Unity Training Center です。聖書は、RUTC 運動を最も重要な運
動として記録しています。

2. RUTC 実現
RUTC は必ず実現されます。聖書を根拠にして言うことができます。

契約を持つイスラエルの荒野運動、申 6:4 ～ 9 ミツパ運動、I サム 7:1 ～ 15 ドタ
ンの町運動、Ⅱ列 6:8 ～ 24 見張り人運動イザ 62:6 ～ 12 が RUTC 運動でした。
パウロもやはり、いつも Remnant が集まる会堂に入りました。使 17:1、

18:4、19:8

契約を正確に握りさえすれば、神様が働きを成し遂げていかれます。
私の考え、限界、立場、知識、心配、対策は神様の契約と関係ありませ
ん。祈りの中で三位一体の神様の働きと権威だけを実際的に味わうとき、
神様の正確な答えと時刻表を体験するようになります。

契約の祈り
この時代のネフィリム運動を止める Remnant 運動、RUTC 運動に向

かった神様の契約だけを握りますように。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 _ イザ 40:31

 ▢ 聖書通読 _ 出 5 章

492 番 この世のたびじに（新 435 番）

産業宣教メッセージ/ 2019.12.21

Q.
「私はなぜ
祈りの答えが
ないのでしょうか」

祈りの答えがない信徒の
6つの習慣

	▢ 考えが多い
	▢ 私の限界を越えることが	
できない
	▢ 私の立場だけ見る
	▢ 私が知っている知識だけに
依存する
	▢ 心配に捕えられる
	▢ 何か対策をたてる

Q.
サタンが与えた
12の問題とは
何でしょうか

1.	私中心	創 3:4-5

2. 物質中心	創 6:4-5

3. 成功中心	創 11:1-8

4. シャーマニズム文化使13:1-12

5. 占い文化	使 16:16-18

6. 偶像文化	使 19:8-20

7. 悪魔の子ども	ヨハ 8:44

8. 偶像崇拝	マタ 11:28

9. 精神問題	マコ 5:1-10

10. 肉体問題	使 8:4-8

11. 来世問題	ルカ 16:19-30

12. 次世代問題	マタ 27:25

06
M A Y・水



マコ 9:30 ～ 31　さて、一行はそこを去って、ガリラヤを通って行った。イエスは、人
に知られたくないと思われた。それは、イエスは弟子たちを教えて、「人の子は人々の手
に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし、殺されて、三日の後に、人の子はよみがえる」
と話しておられたからである。

異なる福音を変えるまことの福音

答えがないと悩む人、信仰生活が難しいと話す人が多くいます。しかし、
神様は私たちの考えと計画より、もっと大きい計画と未来を持っておら
れます。多くの人が神様の絶対主権を信じません。しかし、神様の絶対
主権を信じる私の信仰告白は、必ず答えとして帰ってきます。不信仰を
壊してしまい、神様の絶対主権を信じる者に従う祝福は何でしょうか。

1. 絶対主権を信じる者に来る絶対契約と絶対成就
神様の絶対契約を悟るようになります。それは、女の子孫、創 3:15 血の

いけにえ、出 3:18 インマヌエルイザ 7:14 の約束です。この契約を悟ること
ができるなら、絶対成就が出てきます。キリストがカルバリの丘で十字
架事件を完全に成就され、行く所ごとに神の国が臨むことと御座の力が
現れること、地の果てまで証人になる祝福もすでに成就しました。

2. 絶対契約と絶対成就を持った者に来る絶対使命
絶対契約を握ったマルコの屋上の間とアンテオケ教会に絶対使命が成

し遂げられました。すなわち、絶対契約を握るとき、福音の力を現わす
絶対使命の祝福が現れます。絶対使命の前で祈る時間に、神様は主の御
使いを送って、人ができない働きをなさいました。この働きは今日も起
きています。不信仰を捨てて、神様のみことばを信じれば良いのです。

神様から与えられた絶対契約と絶対成就、絶対使命から出る福音のま
ことの力を回復しなければなりません。ただ福音だけですべてを生かす
ことができるのですが、私が握ることは、ただ神様の絶対主権を信じる
契約です。

契約の祈り
神様が備えられた絶対主権を信じる信仰を与えてください。絶対契約、

絶対成就、絶対使命を契約として握って、証人となりますように。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 _ 伝 12:1（上）

 ▢ 聖書通読 _ 出 6 章

138 番 王の王わが主の（新 151 番）

インマヌエル教会聖日1部 / 2019.12.22.

07
M A Y・木

2020 MAY 07 / 祈りの手帳

Q.
「絶対」

神様の約束は絶対不可能なように見えますが
神様は絶対可能です。

状況と環境は引き続きだめだと言いますが
神様は私たちにあなたによって
地のすべての国々は祝福を受けるようになると言われます。

依然として不可能に見えて、難しく見えるとしても
神様の約束は必ず成就します。

神様の約束は必ず成り立つので
今日、私は神様の約束を握ります。

「まことに、あなたがたに告げます。天地が滅びうせない限り、
律法の中の一点一画でも決してすたれることはありません。
全部が成就されます。」マタ 5:18



マコ 9:33 ～ 37　それから、イエスは、ひとりの子どもを連れて来て、彼らの真ん中
に立たせ、腕に抱き寄せて、彼らに言われた。「だれでも、このような幼子たちのひとり
を、わたしの名のゆえに受け入れるならば、わたしを受け入れるのです。また、だれでも、
わたしを受け入れるならば、わたしを受け入れるのではなく、わたしを遣わされた方を
受け入れるのです。」(36 ～ 37)

救われた者のまことの献身

イエス様の弟子が「だれが一番偉いのか」「だれが最初か」という重要
ではないことを論争していました。ところが、イエス様の返事は全く違
いました。「幼子のひとりを受け入れることは、わたしを遣わされた方
を受け入れること」と言われ、神様を受け入れる重要な道を示されまし
た。このように、どの道に立っているのかが大変重要です。はたして、
私はどんな道に立って、神様の働きに用いられるべきでしょうか。

1. 重要な道に立った聖書の Remnant 7 人
幼い時期から福音を刻印した聖書の Remnant ７人ヨセフ、モーセ、サムエル、

ダビデ、エリシャ、イザヤ、パウロは、時代ごとに福音を回復することに用いられま
した。すなわち、Remnant に一番最初に福音を植え付けて、彼らを養
育する道に立たなければなりません。ですからパウロは、重要な重職者
に会うたびに、ともに会堂に入って次世代に福音を伝えたのです。

2. 準備しなければならない教会と神殿
このことのために、全世界 237 か国の Remnant を訓練させることが

できる教会を建てなければなりません。全世界 237 か国の人材を呼ん
で福音を植えて、全世界 237 か国の福音を持った人材を派遣できる教
会を作らなければなりません。これが彼らを生かすことを願われる神様
の願いです。

多くのことをするのではなく、神様が願われることをすれば良いので
す。TCK 第 3 文化圏の子どもたちが訓練を受ける学校、隠された人材を助ける戦
略、福音を教える学校を契約として握るならば、神様のみわざを必ず見
るようになります。

契約の祈り
神様が最も望まれることを契約として握りますように。全世界 237 か

国と次世代を生かすその道に立ちますように。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 _ 伝 12:1（上）

 ▢ 聖書通読 _ 出 7 章

399 番 栄えの王にます主に（新 546 番）

インマヌエル教会聖日 2 部 / 2019.12.22

08
M A Y・金

2020 MAY 08 / 祈りの手帳

Q.
まことの献身

私たちができる献身は何でしょうか。

大きくてすごい働きをすることも重要ですが
必ず成し遂げられる神様の約束を信じること。

キリストを送って、人生のすべての問題を
解決されると言われて
十字架でそのとおり成し遂げて完成された約束

キリストの奥義を持つ私を通して
私がいる所に神の国が臨むと言われた約束

Remnant をサミットにして
王と指導者の前に
キリストの答えを与えるようにすると言われた約束

全世界 237 か国に
キリストの福音を伝えると言われた約束

今日も神様の約束だけを信じて
契約の旅程を歩いていくこと

すると彼らはイエスに言った。
「私たちは、神のわざを行なうために、何をすべきでしょうか。」
イエスは答えて言われた。
「あなたがたが、神が遣わした者を信じること、
それが神のわざです。」ヨハ 6:28 ～ 29



使 1:8　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。

体験、伝道に向けた更新

神様は、神の子どもである私に福音の力を与えてくださいました。他
の人が分からない伝道と宣教という永遠の祝福も与えてくださいまし
た。どのように私の心と考えが神様の契約とつながって、まことの伝道
を体験し、また、更新することができるのでしょうか。

1. マルコの屋上の間と福音体験
初代教会は、マルコの屋上の間で 3 千弟子が起きました。使 2:41 大きな

迫害の中でも、重職者を通してエルサレム全地域にみことば運動が広が
りました。6:7 サマリヤにも伝道の門が開き、エチオピアの宦官まで救わ
れました。8:4 ～ 8 タビタという女弟子を通して現場が生かされ 9:36 ～ 43 福
音を体験する大きい弟子運動が各地域に広がりました。

2. アンテオケ教会と伝道更新
まことの伝道運動の中にいるなら、迫害も大きい祝福です。使 11:19 福

音を伝えるとき、危機にあえば、より大きい答えの機会がきます。12:1 ～

25 誰も解決できない問題 13、16、19 章を解決する、ただ福音を握らなけれ
ばなりません。これが迫害者であったサウロが宣教師パウロに更新して
ローマに向かって大胆に進むことになった理由です。19:21、23:11、27:24

福音を体験してまことの伝道のために更新する者助ける人、同労者、家主の足
によってサタンは踏み砕かれるようになります。ロマ 16:17 ～ 20 世々にわ
たる前から備えられていた契約的祝福が永遠の答えとしてあらわれるで
しょう。神様が私を伝道者として呼ばれたので、聖書的伝道運動のため
に更新しさえすれば、神様が伝道の大きい門を開けてくださるでしょう。

契約の祈り
正しい福音を体験する伝道と宣教のために更新する日になりますよう

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

 ▢ 聖句暗唱 _ 伝 12:1（上）

 ▢ 聖書通読 _ 出 8 章

275 番　罪の淵におちいりて（新 498 番）

地域伝道弟子訓練メッセージ/ 2019.12.26

09
M A Y・土

2020 MAY 09 / 祈りの手帳

Q.
ただ一度の体験

釜山のある教会の副教役者として行きました。
広場一つが前にあって、その向こうに建物が一つありました。
サムファ寄宿舎でした。
ところで、どうしたことでしょうか。
寄宿舎の寮生は、ただ一人も教会に来ていませんでした。
なんとかして、女性寄宿舎の寮長の部屋に入るようになりました。
マイクを通して福音を伝えました。
300 人を超える人が聖書の学びをしたいと言いました。
そこで、純粋な信仰を持つ数多くの青年が出てきました。

全く答えがなくても大丈夫です。
ただ一度だけでも神様が働かれます。
本当に伝道運動を体験してください !

「異邦人たちは、それを聞いて喜び、主のみことばを賛美した。
そして、永遠のいのちに定められていた人たちは、みな、信仰
に入った。」使13:48


