
マコ 16:15 ～ 20　主イエスは、彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に
着かれた。そこで、彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は彼らとともに働き、
みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなものとされた。(19 ～ 20)

御座に座られたキリストのみわざ

480 番 祈るこのとき（新 361 番） 

霊的世界は、サタンの国と神の国で形成されています。神の子どもは
天の御座の背景を持っています。この背景を持って世の中に出て行き、
カルバリの丘の契約を体験して、オリーブ山で与えられたミッションを
受けて、マルコの屋上の間に臨んだ聖霊のみわざを体験するようになり
ます。この答えを与えるために御座に座られたキリストは、どんな働き
をしておられるのでしょうか。

1. しなければならない重要な働き準備
私のために準備された働きがあります。あらゆる国の人々に、すべて

の造られた者に、地の果てまで福音の奥義を伝えることです。御座に座
られたキリストは、この働きを約束してくださり、成し遂げることがで
きる力も準備してくださいました。すでに与えられた約束を悟って堅く
握るだけでよいのです。

2. 実際の内容
神様が準備された働きを発見するとき、神様が準備された実際の内容

が見え始めます。私が行く所ごとに暗やみが崩れて、悪霊を追い出し、
病気の者をいやす権威を使うことができます。その現場の中に、オリー
ブ山で語られた神の国が臨むのです。そのとき味わう奥義もくださいま
した。キリストが御座の権威を持って私とともにおられ、約束されたし
るしも現れます。

このみわざを体験するために必要なことが一つあります。深い祈りの
時間、サミットタイムです。このとき、目には見えないのですが私とと
もにおられる三位一体の神様と、天国の背景を味わい、サタンに勝つ権
威が確認できます。すると、どこにいてもだいじょうぶなサミット現場
に立つようになり、24 時神様から与えられる力でサミットの役割を果た
すようになるのです。25 時

契約の祈り
私に与えられた身分と権威を持って世の中を生かすサミットの答えの中に

入りますように。世界福音化の働きを成し遂げることができる力を味わい
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

 ▢ 聖句暗唱 _ ピリ 1:6

 ▢ 聖書通読 _ 出 16 章

インマヌエル教会聖日 2 部 / 2019.12.29 2020 MAY 18 / 祈りの手帳

Q.
私が立派なのではなく

御座におられる神様が私にくださった最高の答え

Nobody、世の中の王も行くことができないそこに
No way、いくら勉強ができても知ることができないその道に
No time、誰も知らない神様の時刻表の中で
No where、立派な人であっても誰も行けないそこに行くこと。

絶対不可能な私が
絶対不可能な現場に
絶対可能な奥義を持って行くこと。
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ロマ 16:20　平和の神は、すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕いてください
ます。どうか、私たちの主イエスの恵みが、あなたがたとともにありますように。

歩んできた 30 年と私

248 番 ああうるわしきシオンの朝（新 550 番）

聖書で最も重要な単語は何でしょうか。旧約聖書で約束された「来ら
れるキリスト」、新約聖書で言われる「来られたキリスト」です。これ
からは、福音を持った Remnant が集まって訓練を受けて現場を生かす
第 1、2、3 RUTC 運動の答えを受けるでしょう。その前に私が受けた
答えは何でしょうか。

1. 絶対契約の中にいる者 - 奥義宣教師
ただ神様の絶対契約の前で、サタンは踏み砕かれます。神様はこの奥

義を私にくださいました。聖書の Remnant7 人とバビロンの 3 人の青
年とダニエル、初代教会の信徒も絶対契約を握っていのちをかけました。
私はこの奥義を伝える奥義宣教師です。

2. 伝道隊列に立った者 - 現場宣教師
神様は私を伝道隊列の中に送られました。私は現場でキリストの福音

を伝える現場宣教師です。救われるたましい 300 人の名前を書いて祈
るとき、30 人程度が永遠のいのちを得ます。神様は、備えられたみこ
とば運動の現場地教会に私を導かれます。

3. 光の隊列に立った者 - 記念碑的宣教師
ついに、暗やみの中にいるたましいに福音の光を照らす記念碑的な答

えを残すようになります。キリストの御名の前でサタンは踏み砕かれま
した。この事実を知れば、周りの弱い人や誤った人を抱いて許すことが
できます。Ⅱコリ 2:11 これが暗やみを踏み砕く神様の働きです。

契約の祈り
サタンが踏み砕かれるしかない奥義宣教師、現場宣教師、記念碑的宣

教師の旅程を歩みますように。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 _ ピリ 1:6

 ▢ 聖書通読 _ 出 17-18章

2020 年元旦メッセージ 1 講 / 2019.12.31 2020 MAY 19 / 祈りの手帳

Q.
神様が与えられる力

「強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人
を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょ
うか。そのようにして初めて、その家を略奪することもできる
のです。」マタ 12:29

サタンを縛らなくては答えられません。これは科学者も知らな
い話です。すでに与えられた契約を握れば、このような力がき
ます。

第一、霊的な力です。理解できない力がきます。霊的な力は、

目に見えません。未信者が見て「あの人に助けてもらいたい」
と思います。

第二、天の知恵です。

第三、いやしの力です。私と多くの人に、現場をいやす力が生

じます。

第四、光の経済です。暗やみの経済ではなく、光の経済です。

力を得ればついてきます。

第五、全世界の 237 か国を生かす出会いです。聖霊の導きで、

全世界の 237 か国を生かします。
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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）

次世代を生かす歩みとなる 30 年

祈りの答えの原理があります。神様が願われる絶対契約にいのちをか
けることです。2020 年、神様は第 1、2、3 RUTC の答えを備えられ
ました。すでに与えられた絶対契約ロマ 16:20 を持って歩むべき 30 年の間、
いのちをかけてもよいほどの答えは何でしょうか。

1. 誰も止めることができないこと
 - 世々にわたって長い間隠されていたことロマ 16:25

神様は世々にわたって長い間隠されていたことをくださるため、私を
呼ばれました。三位一体の神様は、みことばの霊で、キリストの霊で、
聖霊で永遠の前から今、そして永遠まで、私と神の子どもとともにおら
れます。その契約によって、キリストの契約をあらかじめ与えられて創

3:15、6:14、11:1 ～ 8 上からの権威 Authority も約束されました。

2. 誰もできないこと - 今隠されたことロマ 16:26

神様は、隠されたことを今や現わすことを願っておられます。全世界
237 か国のたましいのための「24 時 237 システム神殿」、24 時いやし
システムを備えた「24 時いやしシステム神殿」、24 時 Remnant をサミッ
トに育てる「24 時 Remnant サミットシステム神殿」です。異邦人の庭、
祈りの庭、子どもの庭がなかったヘロデ神殿は崩れるしかありませんで
した。神様が世々にわたって長い間隠されていた奥義を今や見つけなけ
ればなりません。

3. 誰も行くことができないところ - 永遠の契約の中に隠されたことロマ 16:27

とこしえまで神様に栄光をささげる奥義があります。この奥義は、永
遠の契約の中に隠されています。私の背景は、永遠の天の御座です。また、
死の権威に勝つ永遠の権威も持っています。地獄の権威から解放させる
力もあります。この驚くべき力を使いさえすればよいのです。

契約の祈り
神様が最も願われることに、私が受けた答えと受ける答えのすべてを

もって献身しますように。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 _ ピリ 1:6

 ▢ 聖書通読 _ 出 19-20章

新讃美歌 335 番 驚くばかりの恵みは

2020 年元旦メッセージ 2 講 / 2020.1.1

20
M A Y・水

2020 MAY 20 / 祈りの手帳

Q.
神様が最も願われることは何でしょうか

神様が最も願われることは何でしょう。
知らなくても大丈夫です。
その中心が重要です。もどかしがってはいけません。
人に習ってはいけません。
神様が最も願われることを私に知らせてくださいます。
これが重要です。
外国で Remnant や信徒に会うと必ずその祈りをします。

「神様が必ず必要とされることを知らせてください」
そうすると、3 つが出るでしょう。

第一、伝道計画です。永遠の過去、のろいをなくす伝道計画を

立てなさい。立てる瞬間から答えは始まります。

第二、神殿計画です。今日ののろいをなくす神殿計画を立てな

さい。借金をするということは、信仰があるということです。
人生をかけるということです。今日ののろいを崩す道は、今、
礼拝することしかありません。

第三、祈り計画です。これは記録しなければなりません。第四

次産業の後遺症を防ぐ祈り計画を立てなさい。神様が私たちに
ただ「祈りなさい、信じなさい」と言われたのではありません。
驚くべき奥義を私たちに与えられました。



Ⅱコリ 5：17　だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。
古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。

暗やみ文化に勝つ宣教師 
 − 後天的条件

人の体質を変えることは簡単ではありません。幼いときに良い習慣を
つけるとそれが一生続くように、福音で霊的 DNA を変えなければなり
ません。どうすれば遊びや生活を通して神様のみことばを植えて、いろ
いろな体験と出会いを通して神様のみわざを見る証人になるように、後
天的条件を準備することができるのでしょうか。

1. だれも止めることができないこと、永遠のこと ロマ 16：25

全能なる三位一体の神様は永遠です。神様が約束された福音は完全
です。上から注がれる力である神様が与える力は絶対的です。聖書の
Remnant たちは皆、だれも止められなかったこと、隠された永遠の奥
義を発見して味わいました。

2. だれも知らないこと ロマ 16：26 と、だれも行けない所 ロマ 16：27

世の中に専門家はたくさんいます。しかし、霊的に無知です。神様が
悟らせてくださると、何でも知ることができます。世界を福音化してい
やして霊的サミットを立てる伝道システムを知らなければなりません。
どこに行くべきなのか、道を見つけられなかったら、だれも行けません。
神様はキリスト、神の国、聖霊の満たしの唯一の道を見せてくださいま
した。Remnant は福音でサタンの権威を崩して、契約の旅程を歩むこ
とができます。

幼いときに福音を受けることは、どのような意味でしょうか。最初の
機会であり、かつ最後の機会、永遠の機会です。それくらい重要で絶対
的な時刻表です。次世代たちをいやして生かす使命を果たす教師と両親
のために、一緒に祈りを決断する祝福を味わうべきです。

契約の祈り
だれもできず、行けない暗やみ文化の現場を生かす証人になりますよ

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 _ ピリ 4:13

 ▢ 聖書通読 _ 出 23-24章

300 番 イエスにゆけば ( 新 565 番 )

幼児幼稚教師両親働き人修練会 2 講 / 2020.1.3

Q.
言葉と文

「イエスが行われたことは、
ほかにもたくさんあるが、
もしそれらをいちいち
書きしるすなら、世界も、
書かれた書物を入れることが
できまい、
と私は思う。」ヨハ 21：25

未信者の言葉は
「できる、できない」
「できる」は傲慢であり、
「できない」は落胆なので、
神の子どもの告白は

「神様は可能です」

未信者の文は
「年俸銀行残高とスペック spec」
「私は金持ちだ」は
「破滅の町」であり、
「私は貧乏だ」は、
自己中心の「逃れの町」cities of 

refuge であるだけ、
神の子どもの中心は、

「神様がすべてをなさいました」
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創 3：4 ～ 5　そこで、蛇は女に言った。「あなたがたは決して死にません。」あなたが
たがそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、あなたがたが神のようになり、善悪
を知るようになることを神は知っているのです。

暗やみに勝つ宣教師−先天的条件

幼いときから福音に根を下ろすように努力するべきです。誤った刻印
と根と体質は、一生を崩します。私の先祖と家系、家庭を通して先天的
に影響を受けます。現場と教会で暗やみに勝つ宣教師たちである次世代
たちをどのように育てるべきでしょうか。

1. 福音を体験する時刻表
文字をよく知らない子どもたちにも視聴覚資料で福音を説明できます。

いろんなことを福音で解釈することもできます。両親と働き人との会話
フォーラムを通して、福音を深く体験する機会にするべきです。もっとも重
要なことは、人間の霊的問題創世記 3 章事件と唯一の解答であるキリスト福音

を体験する時刻表を持つことです。

2. 短所は土台に、長所は「てこ」に
だれにも短所と長所が一緒にあります。私の霊的問題やハンディー

キャップと傷トラウマを土台にすると、短所も祝福になります。たとえ、
小さなものだけれどもタラントを開発させて極大化して、世界福音化に
用いられるならば、それより大きな価値のある人生が他にあるのでしょ
うか。

今日は Remnant である私と次世代たちが福音を体験する最後の機会
です。今日という時刻表は、これ以上、先送りすることができない最後
の順序かも知れません。今日が神様の恵みを一生持続する永遠の機会で
あるならば、福音以外の他の選択は決してありません。

契約の祈り
私と私の次世代が暗やみに勝つ現場宣教師の生活を送るように導いて

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。

 ▢ 聖句暗唱 _ ピリ 4:13

 ▢ 聖書通読 _ 出 21-22章

434 番 すくいぬしイエスと（新 384 番 )

幼児幼稚教師両親働き人修練会 1 講 / 2020.1.3

Q.
あなたは
何を見るのか

生まれて 6 週目に
視力を失いました。
運命です。
一生、盲人として
生きるしかありませんでした。
しかし、恨みませんでした。
逆にハンディーキャップに
感謝したのです。

だれかが彼女に質問しました。
「ファニー、あなたは盲人で
なくなることを願いますか」

彼女はいつものように答えた。
「さあ。
盲人であるから良いことは、
私が一番最初に見る顔がイエ
ス様の顔だということです」

生涯に書いた
約一万編の賛美詩の中で
23 曲が讃美歌に載せられている
ファニー・クロスビーの告白を
再び考えてみるときです。

2 1
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創 12:1 ～ 3　主はアブラムに仰せられた。「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの
父の家を出て、わたしが示す地へ行きなさい。そうすれば、わたしはあなたを大いなる
国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福と
なる。 （1 ～ 2）

歩んできた 30 年の歴史

世の中には戦って勝つ人々がいますが、より大きい戦いは肉の戦いで
はなく、霊的戦いです。アブラハムは、この事実を確認して、神様のみ
ことばを契約として握りました。神様は彼に戦わずに勝つ祝福を与えら
れたのです。創 12:3 それでは、なぜ神様は私たちに立ち向かう者がない
ようにされると言われたのでしょうか。

1. サタンと運命から解放されなさい
エデンの園事件から始まった問題が、ネフィリム時代を経てバベルの

塔事件までつながりました。創 3、6、11 章このとき、神様はアブラハムに、
「あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさい 」12:1 と言われました。
つまり、「目に見えないサタンの運命から解放されなさい」という神様
の契約です。これは私の力ではできません。救われた神の子どもは、契
約だけ握ればよいのです。

2. 正確な契約を握って従って行きなさい
神様はアブラハムに、「わたしが示す地へ行きなさい。」「地上のすべて

の民族は、あなたによって祝福される」 創 12:1、3 と言われました。これを
正確な契約として握って、みことばに従って行くとき、現場で勝利して
現場を生かすようになります。神様は私にも契約が成就される祝福を与
えられて、世界宣教とすべての人を生かす福音運動の中に呼ばれました。

神様はアブラハムに 5 つの祝福を与えられました。契約どおり祝福さ
れた契約的祝福、祝福の根源となる根源的祝福、彼を通して祝福を受け
る代表的祝福は、すべての国の人々を生かす記念碑的祝福、だれも立ち
向かうことのできない不可抗力的祝福です。今日は、私にもあるこの祝
福を確認するはじまりの日です。

契約の祈り
正しい福音と契約を握って運命から解放され、時代と現場と世の中を

生かす祝福の根源になりますように。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 _ ピリ 4:13

 ▢ 聖書通読 _ 出 25-26章

384 番　神はわがやぐら（新 585 番）

インマヌエル教会聖日1部 / 2020.1.5
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2020 MAY 23 / 祈りの手帳

Q.
歩んできた 30年を記憶すべき理由

「それがあなたがたの間で、しるしとなるためである。
後になって、あなたがたの子どもたちが、

『これらの石はあなたがたにとってどういうものなのですか』
と聞いたなら、あなたがたは彼らに言わなければならない。

『ヨルダン川の水は、主の契約の箱の前でせきとめられた。
箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせきとめられた。
これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。』」ヨシ 4:6 ～ 7

神様はヨルダンを渡ったヨシュアに、
ヨルダンにあった石を取り、記念碑を築くように言われました。
次世代が尋ねるとき、神様の働きを見せて、
次世代に伝えるためです。

なぜ歩んできた、30 年を覚えて
この流れを続けなければならないのでしょうか。

神様は今日も私たちの生活を通して
歩んできた 30 年の流れを次世代に伝えて
これからの 30 年にやりとげていく恵みを与えられるためです。


