
創 1:27 ～ 28　神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地
を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。」(28)

無限の更新、 
ネフィリムを超越しなさい！

96 番 この世の闇路には（新 84 番）

私中心、成功中心、世の中中心の暗やみの勢力が経済を掌握しました。
ネフィリム経済しかし、神様は献金経済、伝道と宣教経済そして Remnant
経済を備えてくださいました。光の経済福音を持つ重職者と Remnant は、
産業の現場でどんな祈りを始めなければならないのでしょうか。

1. ネフィリムを超越する 24 時体験
サタンはネフィリムという暗やみ経済で世の中を掌握しています。し

かし、神様はネフィリムを超越する光の経済で世の中をいやしてくださ
います。初代教会の産業人は生活現場 24 時で、ただ福音の答えを見つけ
ました。カルバリの丘各自の現場を生かす天命を受けて感激しました。オリー

ブ山いのちをかける理由を悟って、マルコの屋上の間で聖霊の満たしを体
験しました。

2. 暗やみ経済を征服する 25 時体験
世の中の方法と人の力でなく、神様のみわざ使 2:1 ～ 4 で暗やみ経済を征

服することができます。産業現場の弟子が立ち上がり 2:9 ～ 11、41 奇跡の
ような神様の力 3:1 ～ 12 を表わしました。8:4 ～ 8 患難 11:19 ～ 30 と迫害 12:1

～ 5 の中でも、25 時の祝福で働かれる神様の契約を堅く握らなければな
りません。13:1 ～ 4、16:6 ～ 10、19:1 ～ 10

初代教会の重職者と Remnant は、永遠なことを体験した証人です。
それゆえ、いのちをかけて伝道者を助ける人、同労者、家主になること
を志願しました。ペテロとパウロは福音で無限の更新をしました。彼ら
にネフィリムを超越して世の中をいやす世界福音化の証人をつけてくだ
さいました。

契約の祈り
ネフィリムの暗やみ経済を超越する宣教的光の経済で産業現場の証人

になることをイエス・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 9 章

70 人要員訓練メッセージ / 2019.12.26
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Q.
なぜ経済が
重要なのでしょうか

「苦しみゆえの激しい試練の中
にあっても、彼らの満ちあふれ
る喜びは、その極度の貧しさに
もかかわらず、あふれ出て、そ
の惜しみなく施す富となったの
です。」Ⅱコリ 8:2

暗やみ経済とは
サタンが世の中を掌握する
戦略です。
光の経済とは
福音で世の中をいやす道です。

なぜ私は無限の更新をしなけれ
ばならないのでしょうか。
いくら難しくても伝道経済は別
に準備されています。
宣教経済は常に Remnant を通
して成し遂げられます。
第 4 次あるいは第 5 次産業とい
う時代経済は財閥ではなく
無限の祝福に向かって更新する
私に約束されているからです。

Q.
サミットタイム？

環境に頼ったり、
だまされてはなりません。
もっとも幸せな時間を
確保してください。
そのときがまさに

「サミットタイム」です。
私が最高の力を得る時間です。
神様がもっとも強く
働かれる時間です。
他の何にも代えることができない
その時間こそ、すべてを回復して
また、まったきいやしが
なされる時間です。

渡り終わると、
エリヤはエリシャに言った。

「私はあなたのために何をしようか。
私があなたのところから
取り去られる前に、求めなさい。」
すると、エリシャは、

「では、あなたの霊の、
二つの分け前が私のものになりま
すように」と言った。 Ⅱ列 2：9

Ⅱ列 2：9 ～ 11　渡り終わると、エリヤはエリシャに言った。「私はあなたのために何
をしようか。私があなたのところから取り去られる前に、求めなさい。」すると、エリシャ
は、「では、あなたの霊の、二つの分け前が私のものになりますように」と言った。 (9)

サミットに進む更新

427 番 日ごとよろこび ( 新 191 番 )

たくさんの青少年の悩みは、良い成績を取ることです。青年たちは就
職が大変だと感じます。世の中に出ても、壮年の人々が経済や健康の問
題などで苦しんでいます。霊的サミットとして召された Remnant は、
このような苦しみをどのように更新して乗り越えるべきでしょうか。

1. 聖書の 7 人の Remnant の更新と大きな答え
ヨセフは家庭問題を機会にしました。創 37：1 ～ 11 モ−セは養子入りしま

したが、アイデンティティを失いませんでした。出 2：1 ～ 10 教会が堕落し
ましたが、サムエルは信仰を守り、ダビデは既成世代と妥協するより克
服しました。時代の危機に会ったエリシャと死の危機のときに信仰を告
白したバビロンの Remnant たち、そして死の迫害から初代教会は更新
しました。神様は霊的サミットに更新する Remnant とともにおられ、
永遠に祝福され、すべてを働かせて益としてくださいます。

2. サミットの姿勢、時間、そして優先順位
何よりも「サミットの優先順位」は、すべての始まりを霊的サミット

に進むことです。そして、環境にだまされたり文化に陥らずに、すべて
の人を生かすことが「サミットの姿勢」です。最後に福音でもっとも幸
せで、大きな力を得る「サミットタイム」を確保すると、24 時、25 時、
永遠の答えが来ます。

Remnantのもっとも大きな答えがあります。霊的サミット、技能サミッ
ト、文化サミットのモデルとして、現場で契約の旅程を味わう中で、祈
りながら待つことです。そのときから、神様がくださる解答を悟るよう
になり、世の中のサミットの前に立って、彼らを福音でいやす証人にな
ります。

契約の祈り
霊的サミット、技能サミット、文化サミットの証人として、世の中の

サミットたち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−メン。

 ▢ 聖句暗唱 _ 伝 12:1（上）

 ▢ 聖書通読 _ 出 10-11 章

ミッションホーム要員訓練メッセ−ジ / 2019.12.26
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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未を汚すまい
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。

心を定めた Remnant

大学と大学生活は、重要な機会であると同時に、危機でもあります。
そのため、Remnant は契約みことばを持って現場に行くべきです。捕虜に
なってバビロンに来たダニエルが、重要な地位につきました。このとき、
ダニエルは心を定めました。彼は普段、神様がくださった全ての契約を
私に集める力集中を持っていました。Remnant がこの力を持って心を定
めるとき、どんなことが起きるのでしょうか。

1. 永遠のこと
契約を持った神の子どもが行く場所に、三位一体の神様が働かれます。

神様はみことばで働かれるため、正確な契約を握るだけですべてがつい
て来ます。キリストと聖霊のみわざが起きます。御座の力が現れます。
主の使い、御使い、天の軍勢暗やみに勝つ権威も持ちました。今日、ダニエルのよ
うにサミットタイムを持つならば、すばらしい神様の力を体験できます。
ダニ 6：10

2. だれも知らない力
Remnant が霊的奥義を持って味わうとき、神様はだれも知らない力

を与えてくださいます。この力を持ったモ−セは、エジプトの偶像文化
をすべて崩しました。出 5：1 ～ 12：46 ダビデは主をあざ笑うゴリヤテを一
度で倒しました。Ⅰサム 17：1 ～ 47 エリシャは戦わずにアラムの軍隊に勝ち
ました。Ⅱ列 6：8 ～ 24 ダニエルは獅子の穴に入っても生き残りました。ダニ

6：22 パウロは嵐の中でも恐れませんでした。使 27：24

神様は、神様の奥義を持って味わった Remnant を、だれも行けない
所に導かれます。聖書の Remnant のように、王の前に立って唯一の答
えを与えるようになります。霊的世界伝道者の生活 62 を味わうとき、神様が
くださる、だれも止められない答えを受けるようになります。

契約の祈り
霊的事実を知る Remnant として召してくださり感謝します。正確な

契約を握って、大学と 3 団体と世界を生かす主役になりますように。イ
エス・キリストの御名によってお祈りします。ア−メン。

 ▢ 聖句暗唱 _ 伝 12:1（上）

 ▢ 聖書通読 _ 出 12 章

259 番 主の光の使者よ ( 新 502 番 )

予備大学生修練会 / 2019.12.27
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2020 MAY 13 / 祈りの手帳

Q.
私は一番辛いときがあります

とても重要な方々が神様の力を信じないときです。
そうすると、他のことを選択しなければなりません。
どんなに残念なことでしょうか。
私はそういうことを見るときにとても残念で辛いです。
自然と祈るようになります。
 - ＜予備大学生修練会＞メッセージから

「あなたが水の中を過ぎるときも、
わたしはあなたとともにおり、
川を渡るときも、あなたは押し流されない。
火の中を歩いても、あなたは焼かれず、
炎はあなたに燃えつかない。
わたしが、あなたの神、主、イスラエルの聖なる者、
あなたの救い主であるからだ。
わたしは、エジプトをあなたの身代金とし、
クシュとセバをあなたの代わりとする。」イザ 43：2 ～ 3



Ⅱテモ 3：14 ～ 17　聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の
訓練とのために有益です。それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十
分に整えられた者となるためです。 (16 ～ 17)

三つの自立

キリストが私の主人です。マタ 16：16 私はキリストの中で新しい被造物
になりました。Ⅱコリ 5：17 今は私が生きるのではなく、私の中にキリスト
が生きておられます。ガラ 2：20 この告白をするとき、私にまことの変化
が始まります。神様の絶対主権と絶対契約を見るようになります。この
とき、ついてくる神様のプレゼントは何でしょうか。

1. 個人自立、経済自立
時代ごとに運命を変える神様のみことばが臨みました。絶対できない

条件でも、みことばを契約として握る瞬間、みわざが起きます。創 12：1 ～ 3、

使 2：1 ～ 4 このとき、確実な契約の旅程 CVDIP の中で、霊的サミットの座
に立つようになります。また、神様は世の中が絶対に奪うことができな
い光の経済、献金経済を備えてくださいました。創 14：14 ～ 20 ただ、唯一
性、再創造の答えで伝道して宣教する経済も与えられます。使 2：43 ～ 45。
Remnant には、世界を変える経済を準備してくださいました。第 4 次
産業時代に、文化産業経済、生命工学経済の中からこの答えを見つける
べきです。

2. 教会自立
ただ福音、みことば、祈り、伝道で結論を出すと、教会が生かされます。

御座を動かす祈りの中で、いのちをかける価値のある信仰の枠、契約が
入っている生活の枠、三千弟子が起きる教会の枠を見つけなければなり
ません。まず、神様がくださった職分長老、按手執事、勧士、ヤング産業人、執事にオ
−ルインすることが第一歩です。

このときから発見できる答えがあります。私が心配する前に、神様の
みことばで答えてくださいます。その中で、神様の計画が見えて、神様
の力が現れます。今日、この祝福を受けるように更新することを決断し
ます。

契約の祈り
神様のみことばを契約として握り、神様がくださる個人、経済、教会が

自立できますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。ア−メン。

 ▢ 聖句暗唱 _ ピリ 1:6

 ▢ 聖書通読 _ 出 13 章

394 番 主をあおぐもの ( 新 354 番 )

産業宣教メッセ−ジ / 2019.12.28
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2020 MAY 14 / 祈りの手帳

Q.
私は一番辛いときがあります

伝道師のとき、私は誤った考え方をしていました。
「伝道師はお金がない」
「伝道師は献金をしなくても良い」

ある日、リバイバル師が私の教会でリバイバル集会をしました。
その牧師の説教を聞きながら、考え方が変わりました。
「そうだ。
私が神様の前で一番重要なことが献金ではないのか。
お金がないという言い訳をして、
しなかったのではないだろうか」
そのときから考えてみると、献金できる経済でした。本当に不

思議でした。そのときから、神様は私が行く場所にリバイバル
の門を開いてくださいました。そして、目が開かれて聖書を見
ると、だれも奪うことができない経済がありました。 

「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



Ⅰテサ 1：3 ～ 5　絶えず、私たちの父なる神の御前に、あなたがたの信仰の働き、愛
の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。 (3)

実際的で正確な確認

未信者は分からない未来のゆえに不安になり、占ったり、問題が起き
ると霊媒師のところに行きます。結局、後にサタンにだまされたことが
分かります。問題は、クリスチャンたちもまた、未来について心配する
ということです。神様は、未来についての神様のみこころが分かる正確
な方法をくださいました。この方法で確認すべきことがあります。

1. 古い枠
古い枠を壊さなければ、結局崩れるしかありません。イスラエルは古

い思想の枠にはまっていました。奴隷根性、荒野根性、捕虜根性、属国
根性をそのまま持っていました。また、律法主義と神秘主義、人間中心
主義に陥っていました。結局、7 つのわざわいが臨みました。この枠を
壊した人が Remnant と彼らを育てた人々でした。神様の契約を正しく
握るだけで、古い枠を壊すことができます。

2. 新しい枠
成り立つしかない神様の新しい枠が見えます。初代教会は、キリスト、

神の国、ただ聖霊を味わいました。使 1：1、3、8 神様は彼らにいのちをか
けた者を与えてくださり、使 1：14 マルコの屋上の間に最高の答えをくだ
さいました。使 2：1 ～ 47 世界が飢きんになりましたが、アンテオケ教会だ
けは神様の祝福を受けました。使 11：19 ～ 30 パウロチ−ムにも、新しい枠
を備えるように、神様が新しい枠を見せてくださいました。使 13：1 ～ 4、

16：6 ～ 10、19：21、23：11、27：24

テサロニケ教会は、信仰と望みと愛がありました。福音が神様の力と
聖霊と大きな確信として現れました。信仰生活は私の計画ではなく神様
の計画を、私の主張ではなく神様のみことばを、私の未来ではなく神様
の未来を見ながら進むことです。テサロニケ教会の信仰の色が私のもの
になることを望みます。

契約の祈り
できない古い枠を壊して、成り立つ新しい枠を備えて、神様のまことの答え

の中に入りますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。ア−メン。

 ▢ 聖句暗唱 _ ピリ 1:6

 ▢ 聖書通読 _ 出 14 章

204 番 つみとがをゆるされ ( 新 288 番 )

核心訓練メッセ−ジ / 2019.12.28
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2020 MAY 15 / 祈りの手帳

Q.
「未来はどうなるのでしょうか」 
『神様のみこころは
どのように分かるのですか』

神様のみこころを正確に知る方法が、CVDIP です。

Covenant − 福音の程度
Covenant は契約です。契約は福音です。福音の程度を知ってこ
そ、神様のみこころを正確に知ることができます。福音がどれ
ほど宣べ伝えられたのか、福音をどれほど重要視して強調する
かが福音の程度です。

Vision − 時代の問題
時代の問題と私の問題を正確に見なければなりません。
これが Vision です。 

Dream − 24 内容と方向
Dream は、いま私が 24 できる内容と方向です。

Image − 25 と永遠
Image は、神様と人間が疎通するもっとも重要な内容です。み
ことばを握って祈るとき、人の能力を超える 25 時のみわざと永
遠の答えを見るようになります。

Practice − 人生作品
Practice は、実際に私がすることです。
この実践が人生作品に変わります。



2020 MAY 16 / 祈りの手帳

Q.
神殿が持つべき三つの内容

全世界 237 か国の中に
神様が備えられた弟子が隠されています。
行けないことを知っておられ、
私たちの周りに全世界 237 か国のたくさんの人が来ています。
福音によって彼らを生かして助ける「237 システム」

たくさんの人が病んでいます。
病気の人が来て祈ることができるべきです。
彼らが恵みを受けて、力を得る「いやしシステム」

Remnant サミットにするべきです。
Remnant のときに入ったことは、必ず答えられるためです。
そのため、必ず必要な「Remnant サミットシステム」

マコ 11：20 ～ 25　だからあなたがたに言うのです。祈って求めるものは何でも、す
でに受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。 (24)

いちじくの木事件

どんなに力がなく、苦しくても正確な契約だけを握れば良いのです。
神様は必ず働かれます。神様はただ福音を伝える教会と個人に向けて、
当然の祝福を与えてくださいます。この事実を知る私は、まず契約を握っ
て、霊的祝福を味わうだけで良いのです。今日握る契約と受ける答えは
何でしょうか。

1. 時代的な答えと絶対答え
時代的な契約を握ると、必ず時代的な答えが来ます。イスラエルの民

たちは、時代ごとに福音を逃して悟れませんでした。神様はその中で福
音を回復する契約を悟って握った少数を用いられました。私には絶対不
可能ですがも、神様には絶対可能です。どんなことがあっても神様の力
を信じる契約を握れば良いのです。これがまさに絶対答えです。

2. 問題解決の契約
福音を伝えるべき現場と教会がサタンの遊び場になってしまいました。

この事実を霊的目で見て、赦して、乗り越えてこそ、現場のたましいを
生かすことができます。神様の恵みを受けた人が感謝できて、他の人を
許すことができます。問題解決の契約を握るまさにその瞬間、神様はそ
の問題を解決してくださいます。

神殿の答えを通して立てられる 24 弟子を生かす 237 システム、いや
しシステム、Remnant サミットシステムの祝福は、人生最後の機会で
あり、時刻表です。今日神様がくださった契約を握って、この機会が私
のものになることを望みます。

契約の祈り
神様がもっとも願っておられることを契約として握りますように。全

世界 237 か国を生かして、いやし、Remnant サミットを立てるシステ
ムを立てる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 _ ピリ 1:6

 ▢ 聖書通読 _ 出 15 章

377 番 主の福音に聞き従う（新 449 番）

インマヌエル教会 聖日1部 / 2019.12.29
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