
Ⅰ歴 29:10 ～ 13　富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であら
れ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によって、すべてが偉大にされ、力づけら
れるのです。（12）

歩んで行く30 年の始まり

434 番 すくいぬしイエスと（新 384 番）

人生には必ず終わりがあります。やっても、やらなくてもよいことに
人生をかけることは、あまりにももったいないです。これから歩んで行
く 30 年間必ずしなければならないことは、契約が入った神殿契約の箱を作
ることです。神殿には、神様の契約石の板と神様が行なわれたことマナを入

れたつぼと神様のみことばは必ず答えられるという事実アロンの杖を入れなけ
ればなりません。契約の働きについて行くとどのような答えが来るので
しょうか。

1. 個人の一生 - 永遠のことに連結
契約の箱が行く所には、契約の働きが起きます。ヨルダンが分かれてヨ

シ 3:1 ～ 6 エリコが崩れ、6:4 ～ 8 偶像の神殿にわざわいが臨みました。そして、
神様は時代をリードして神殿を建てるダビデという指導者を備えられま
した。契約の箱の働きについて行ったダビデの人生は、神様の願いとつ
ながりました。神様はダビデの人生を通して永遠に残る神殿建築を備え
られました。

2. 10 倍を超える祝福
神様は、以前の神殿に与えられた祝福より 10 倍以上の祝福を備えら

れました。全世界の残りの者を集めて、世界を生かす Remnant に訓練
させる RUTC 運動と 24 時、全世界、237 か国、いやし、Remnant サ
ミットのためのシステムも用意されました。サタンを踏み砕く契約を握
るとき、世々にわたって長い間隠されたこの祝福を私たちの人生の中に
現わして回復してくださるでしょう。

歩んで行く 30 年の間、神様の願いが入っている契約の神殿を建てる
ことにすべてをささげなければなりません。神様は、すでに、すべての
祝福を備えられました。神様がくださった契約だけを握って人生をささ
げる献身礼拝をささげるとき、答えられるでしょう。

契約の祈り
神様の契約が入っている神殿を建てることに私の人生を用いてください。

ダビデのように、契約について行く人生でありますように。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 27-28章

インマヌエル教会聖日 2 部 / 2020.1.5
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Q.
歩んで行く 30年を
覚える理由

今後 30年を引っ張って行く
力が必要です。

神様は私の人生をいやして
必ず世界と時代が知るほどの
サミットの祝福を与えると
約束されました。

神様は何も持たずに
奴隷になったヨセフを
エジプトを生かす
総理に立てられました。
神様はエジプトで
殺人罪を犯して逃げたモーセを
いやして、出エジプトする
無敵の指導者として
用いられました。

神様は契約を握って走り続ける
私たちの人生を必ずいやされ、
サミットにされます。

使 1：14　この人たちは、婦人たちやイエスの母マリヤ、およびイエスの兄弟たちとと
もに、みな心を合わせ、祈りに専念していた。

重職者産業人集中時代

486 番 主イエスよ、われに恵みを ( 新 368 番 )

最悪の状況にいた初代教会は、契約を握って祈りに集中しました。彼
らがローマを変えて、世の中を変えました。重職者産業人は、神様のこ
とを持って私に対する集中を始めなければなりません。永遠であり、変
わることがない三位一体の神様の奥義に集中すると、神様が私とともに
おられる身分と御座の背景を味わう権威が現れます。それ以降に、神様
がくださる答えは何でしょうか。

1. 重職者産業人集中時代 ロマ 16：20

契約の流れに従うようになります。神様のみことばは、サタンを縛っ
て踏み砕きます。この流れに従ってすべての暗やみが縛り上がる答えが
与えられるしかありません。重職者産業人がこの答えを受けると、教会
と現場は必ず生かされます。この答えを受ける分、次世代も生かされま
す。

2. 重職者集中時代の現場の流れ 
契約は必ず現場に向かって流れます。世の中は絶対に契約を持った重

職者産業人に勝つことはできません。ヘブ11：1～38 契約を持って現場に行っ
て、勝つ戦いをするだけで良いのです。初代教会の信徒たちは、まず一
か所に集まって集中しました。使 1：14。最高の答えの現場に産業人たち
もいました。使 2：9 ～ 11 その後、迫害によって散らされた者たちがアンテ
オケ現場に教会を立てる働きがありました。使 11：19

初代教会の重職者産業人は、集中の中で未来を見ました。「あらゆる国
の人々のところに行きなさい」マタ 28：18 ～ 20「地の果てにまで行きなさい」
使 1：8 というイエス様の契約を握りました。そして、マルコの屋上の間
で契約が成就され始めました。使 2：1 ～ 47 統合時代を前にしています。ま
さに今日、次世代 Remnant 養育のために最後の集中をするときです。

契約の祈り
神様がくださったことに集中して、現場と未来と次世代を生かす答え

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 4:13

 ▢ 聖書通読 _ 出 29-30章

産業宣教メッセージ / 2020.1.11

26
M A Y・火

Q.
世の中を変える
集中の力

日常的な日差しですが、
その光を虫眼鏡に通すと
すべてを燃やせる火になります。

神の子どもが
神様が恵みでくださったことに
集中すると、私を変えて
世の中を変えるようになります。

「ところで、
私たちは、この世の霊を
受けたのではなく、
神の御霊を受けました。
それは、恵みによって
神から私たちに賜ったものを、
私たちが知るためです。」
Ⅰコリ 2：12



創 3:15　わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、
敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。

永遠の契約

神の子どもは、永遠の契約の中で、個人自立をしなければなりません。
そのために、まず、更新しなければなりません。未来が確実であれば、
更新しやすいです。そして、サタンが作った古い枠を捨てなければなり
ません。そうすると、契約の新しい枠が作られます。神の子どもが握る
べき永遠の契約とは何でしょうか。

1. 永遠の神様
神様は永遠です。三位一体の神様が人を創造され、祝福を与えられま

した。三位一体の神様は、永遠から永遠まで私と私たちとともにおられ
ます。創 1:27 ～ 28 そして、エデンの園の祝福を与えられました。2:1 ～ 15 善
悪の知識の木の実は、神様が直接与えられた神様の存在に関する重要な
契約でした。2:17 今でもこの契約は永遠に変わっていません。

2. 滅亡の始まり
サタンも永遠の存在であることを知らなければなりません。サタンは、

人を滅亡させた張本人です。アダムとエバをだまして罪を犯して神様を
離れるようにさせました。創 3:1 ～ 20 また、創世記 6 章のネフィリム事件
と 11 章のバベルの塔事件を起こしました。今も、宗教と文化に入り込
んで、個人を滅亡させています。しかし、私の本来のかたちを回復する
礼拝時間に、サタンはひざまずくしかありません。

神様が恵みにくださったこの福音創 3:15 も永遠です。福音を握るとき、
霊的な力を得ることができます。世の中では受けられない天の知恵と力
が現れます。神様が備えられた光の経済が回復され、弟子が起きます。
そして、ただ、唯一性、再創造の答えを発見するようになります。福音
の前にすべての暗やみは必ず崩れます。

契約の祈り
神様！永遠の福音の契約を握って、創造の前から備えられた祝福を回

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 _ ピリ 4:13

 ▢ 聖書通読 _ 出 31-32章

492 番 この世のたびじに（新 435 番）
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2020 MAY 27 / 祈りの手帳

Q.
礼拝の時に起こる奇跡

 私ははじめるときに、このように思いました。
「神様、ただ伝道運動にオールインしますように」
本当に礼拝の時にその祈りをしました。
釜山に行っても真っ暗の中で座って祈りました。

「神様、世界からの弟子を訓練させる礼拝堂をください」
答えは必ずきます。
聖日に私たちは礼拝をささげます。その答えは必ずきます。
それゆえ、礼拝は重要なのです。
多くの方々が礼拝を軽く思いますが、礼拝はとても重要です。
もちろん、一人で祈るとき、すばらしい霊的な力が生じます。
しかし、それはまた別の話です。
私はソウルに来て、礼拝するたびに祈ります。
 「神様、全世界の 237 か国を生かすシステムを与えてください」
それは神様のみこころであるからです。
絶妙に、答えはぴったりときます。

「しかし、真の礼拝者たちが霊とまことによって父を礼拝する時
が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者とし
て求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、
霊とまことによって礼拝しなければなりません。」ヨハ 4:23 ～ 24



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。

受けた答え 
- 神様がくださったこと

神様がくださった神の子どもの身分と権威、そして、霊的背景は、す
でに受けた答えです。Remnant は、世の中に属しているサタンの国と、
神の国がどのように違うのか、世界観を学ばなければなりません。光を
伝える契約の隊列に立った Remnant は、どのような理由を持って世の
中に行くべきでしょうか。

1. 誰も教えない生活 Nobody と別の力
Remnant は、世の中を生かす別の理由があります。誰も教えない生

活を送る証人 Nobody です。最悪の現実から未来を見ます。限界の状況で
条件を越えます。インマヌエルを最高の答えとして告白できます。幼い
頃から神様が与えられる別の力を持って霊的サミットとして備えられた
弟子たちです。創 41:38、Ⅰサム 16:13、Ⅱ列 2:9 ～ 11

2.Remnant にだけ与えられる答えを握りなさい
キリストの福音が契約として根 root を下ろしたでしょうか。最後まで

生き残って stump 問題の中で新しい芽 sprout を出すことができますか。
本当の答えは、木 wood になって、大きな森 forest を成すときからです。
Remnant は契約の旅程流れを歩いて行く者です。問題や危機はすべてが
答えです。完全に勝利した霊的戦いの世界福音化の証人として走って行
くでしょう。

福音を味わい、Remnant らしい姿勢と答えの器を準備しなければな
りません。神様は当然で必然的であり、絶対的な答えを備えておられま
す。過去の傷を脱ぎ捨てて、受けた答えに感謝することができます。

契約の祈り
受けた答えに感謝し、未来を生かす Remnant 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 _ ガラ 2:20

 ▢ 聖書通読 _ 出 33-34章

493 番 主イエスわれに命たまい（新 436 番）

世界青少年修練会 1 講 / 2020.1.14

Q.
正しい契約が
刻印されましたか

勉強がよくできると、
少し有利です。
勉強がよくできないと、
少し不利です。
つまり、可能性の問題です。
勉強がよくできても失敗した人
がいて、勉強ができなくても成
功した人も多いです。
成功と失敗という結果より前
に、人の土台が重要です。
土台は、姿勢と態度の問題に
帰結します。

「はたして私は何で
刻印されているのか」
刻印されたことは、
結局は現れます。
私中心、世界中心、成功中心の
刻印はすぐに崩れるでしょう。
正しい契約、福音が刻印された
なら、もし崩れたとしても
神様がより高く立てられるで
しょう。
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詩 1:1 ～ 3　幸いなことよ。悪者のはかりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける
者の座に着かなかった、その人。まことに、その人は主のおしえを喜びとし、昼も夜も
そのおしえを口ずさむ。(1~2)

契約の人

契約の神様は、私を契約の人として呼ばれました。特に、時代の問題
を解決し、他の次世代を生かす Remnant として呼ばれました。どのよ
うにすれば、神様が私にくださった契約を具体的に成就していけるので
しょうか。

1. 霊的サミットが準備すること - タイム、姿勢、器
未信者の瞑想と信徒の黙想は異なります。神様と疎通する「サミット

タイム」は、執着と分裂と中毒をいやす時間です。考えと心と脳は、た
ましいとつながって、霊的に大きな影響を与えます。また、まことにす
ぐれたものと、キリストが主人となる成熟した「サミットの姿勢」も備
えなければなりません。結局、答えを入れるサイズは「サミットの器」
に左右されます。ピリ 1:9 ～ 10、3:8 ～ 21、4:13、4:19

2. 時代を分別すると、小さい経験も未来の答えとなります
Remnant は世界旅行を通して直接に見聞を広げるとよいです。ある

いは、間接的に読書や祈りを通して現場にぴったりと合う生涯のタラン
トを見つけることもできます。なぜ契約の旅程に従って伝道者の生活を
決断しなければならないのでしょうか。福音がなくて霊的問題のために
わざわいに会っている時代を生かさなければならないからです。神様は、
伝道スケジュールを企画する Remnant に、時代の祝福とすべての答え
を与えてくださいます。

契約の旅程に従って、聖霊の導きを受ける者が契約の人です。神様が
定められたその日、その時、その場所、その弟子を探し立てる天命を回
復して味わう日になるでしょう。

契約の祈り
私を霊的サミットに呼ばれた神様と疎通するサミットタイムを味わえ

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 _ ガラ 2:20

 ▢ 聖書通読 _ 出 35-37章

新 335 番 驚くばかりの恵みは

世界青少年修練会現チーム / 2020.1.14

Q.
今はどの時ですか

「ああ、私は床の上であなたを
思い出し、夜ふけて私はあな

たを思います。」詩 63:6

「主よ。朝明けに、私の声を聞

いてください。朝明けに、私は
あなたのために備えをし、見張
りをいたします。」詩 5:3

「昼には、主が恵みを施し、夜
には、その歌が私とともにあり
ます。私のいのち、神への、祈
りが。」詩 42:8

「主よ。私は、夜には、あなた
の御名を思い出し、また、あな
たのみおしえを守っています。」
詩 119:55
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ロマ 16:25 ～ 27、使 27:24　こう言いました。『恐れてはいけません。パウロ。あな
たは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々をみな、あ
なたにお与えになったのです。』（24）

受ける答え 
 -  237 時代の前に立ちなさい

神様は誰も与えられない答えロマ 16:25 を与えるように、私に霊的事実を
知らせてくださいました。誰もできないこと 16:26 を今できるように導
かれます。誰も行けない所 16:27 を生かすように永遠にともにおられるで
しょう。

1. 神様がくださる隠された力 Tacit Power

未信者は科学的な事実を信頼します。聖徒は未信者の常識を超えて霊
的事実を知る者です。聖書の Remnant は、神様の恵みによって霊的な
祝福と奥義を味わいました。家庭問題を恨まないで、社会と国家のわざ
わいに動揺しませんでした。現実に安住することも、人のために落胆す
ることもありませんでした。初代教会の弟子たちとパウロは、福音の力
によって時代をいやして生かしました。

2. 隠された主業伝道、いやしと隠された副業学業、職業

賢い者は、優先順位を区別することができます。Remnant の主業は、
時代をいやす伝道者です。教会と家庭と現場を福音で生かすことです。
世の中は、私の副業を主業のように誤解させます。黙々と契約の旅程の
中で、伝道者の生活をしていかなければなりません。専門性を持ってタ
ラントを開発し、誠実に成熟して使命をはたすことも、神様の絶対恵み
です。

私の学業、職業と伝道運動、福音が一つにつながるとき、全世界 237
か国の前に証人として立つことができます。どこに行って、何をしても、
世界福音化の主人公として現場で弟子運動のモデルとして用いられま
す。

契約の祈り
神様が備えられた隠されたことが明らかになって、これから受ける答

えの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 _ ガラ 2:20

 ▢ 聖書通読 _ 出 38-40章

404 番 妙なる神の愛（新 304 番）

世界青少年修練会 2 講 / 2020.1.14
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2020 MAY 30 / 祈りの手帳

Q.
神の子どもの質問法？

 問題が来たとき、恨んだり言い訳しません。
質問します。
　「神様の計画は何ですか」

死の危機でも逃げたり無視しません。
再び質問します。
　「神様はなぜこれを許されたのでしょうか」

もしかしたら一生の敵やとげのような隣人がいますか
また質問します。
　「神様はなぜその人に出会わせたのでしょうか」

質問が間違っていれば、答えを見つけることはできません。
正しく質問するとき、答えはすでにきているでしょう。

「私たちがきょう取り調べられているのが、
病人に行なった良いわざについてであり、
その人が何によっていやされたか、
ということのためであるなら、皆さんも、
またイスラエルのすべての人々も、よく知ってください。
この人が直って、あなたがたの前に立っているのは、
あなたがたが十字架につけ、
神が死者の中からよみがえらせた
ナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。」使 4:9 ～ 10


