
創 22:11 ～ 19　わたしは確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を、空の星、海
辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るで
あろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなた
がわたしの声に聞き従ったからである。(17 ～ 18)

アドナイ・イルエ

271 番 豊かな実りの時は来た（新 495 番）

アブラハムがおいのロトにすべてを譲歩しました。このとき、まこと
の答えが始まりました。すべての所、すべての物、すべてのこと、すべ
ての人に神様がともにおられる祝福があることを知ったためです。なに
もない私の現場に神様の力がともにあるならば、すべての答えは始まる
しかありません。この契約を握るとき、アブラハムが受けた世界宣教の
答えを受けるようになります。それでは、神様が準備された答えは何で
しょうか。

1. 世の中に勝つ福音と力を準備された神様
永遠の滅びと死の状況に置かれた私に、神様が雄羊の契約を準備して

くださいました。神様を離れてわざわいと死を免れることができない私
のために、キリストを準備してくださったのです。この契約の中に、ど
んな状況に会っても世の中に勝つ力が準備されています。

2. 世界福音化を準備された神様
神様がアブラハムに約束された答えが私にも準備されています。「あな

たを大いに祝福し、あなたの子孫を、空の星、海辺の砂のように数多く
増し加えよう」という神様の約束、「敵の門を勝ち取る」という勝利の
約束、「地のすべての国々は祝福を受けるようになる」という世界福音
化の約束が、すなわち私への契約です。

神様が最も願われる所、最も願っておられることに生涯をささげる契
約を握らなければなりません。神様が願われるときに献身できることが
大きい祝福です。したがって、今日、私が選択して回復することは神様
の契約です。

契約の祈り
アブラハムの信仰をくださり、わざわいを止めるキリストの契約と世界福

音化の答えを味わうことができますように。イエス・キリストの御名によっ
てお祈りします。アーメン

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 12:2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム７章

インマヌエル教会聖日 1 部 | 2020.1.26

08
J U N E・月

2020 JUNE 08 / 祈りの手帳

Q.
神様のみことばを選択する誰か

数多くの選択の状況の前で
神様のみことばを選択すべきだということを知りながらも
自分も知らないうちに
自分の考えと方法を選択する多くの人

しかし、神様は

神様のみことばを選択する誰か
を探しておられます。

神様の契約は必ず成り立つので
神様の働きは準備されているので

今日
神様のみことばを選択するその誰かを通して
神様は必ず働きをなさいます。



創 26:12 ～ 22　イサクはそこから移って、ほかの井戸を掘った。その井戸については
争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。「今や、主は私た
ちに広い所を与えて、私たちがこの地でふえるようにしてくださった。」(22)

レホボテ経済

404 番 妙なる神の愛（新 304 番）

神様のみことばは驚くべき祝福を現わすサイン Sign です。神様の契約
を握ったイサクに神様が備えられた雄羊と答えの祝福を与えられまし
た。アドナイ・イルエの神様は、私の代わりに死ぬべき雄羊と、私が受
けるレホボテの祝福を備えておられます。私が受ける祝福の内容と目的
は何でしょうか。

1. 伝道と宣教の経済
神様は女の子孫と箱舟の契約を握ったアブラハムとイサクに、あなた

を通して地のすべての国々は祝福を受けるようになると約束してくださ
いました。その約束のとおり、戦わずに勝つ 100 倍の祝福と泉の根源
を得るようになりました。それだけではなく、さらに広い土地も備えて
おられました。これが神様が備えられたレホボテの祝福です。

2. 未来経済 
レホボテ経済は、次世代にまで続く祝福です。この祝福は、イスラエ

ルの答えと十二部族を成し遂げる祝福につながりました。ヨセフを通し
てエジプトを福音化する祝福につながりました。契約だけ握ったのです
が、約束されたすべての祝福を受けるようになったのです。

私にある問題を通して、イサクのように、神様が備えられた答えを受
けて世界福音化するレホボテの祝福の中にあらかじめ入ることができま
す。神様が願われる未来のために伝道者の生活を送りましょう。

契約の祈り
世界福音化に向けた心、姿勢、器をあらかじめ準備しますように。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 _ ロマ 12:2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム８章

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2020.1.26

09
J U N E・火

2020 JUNE 09 / 祈りの手帳

Q.
今日、私は神様と
どんなサイン Sign をやり取りしましたか

野球の試合を見ると、ピッチャーがボールを投げる前に
キャッチャーと必ずやり取りします。
それがサイン Sign です。

キャッチャーはサイン出す前に
すでに打席に入ったバッタータイプを
どのようにアウト Out にするかをあらかじめ考えて
ピッチャーにサインを出し、そのまま実現するのです。
バッタータイプをアウトにするという明らかな目的を持って
すべての状況を考えた後、ピッチャーにサインとして
その内容と目的を伝えるのです。

アブラハムは 100 歳のときに息子イサクを得、
イサクはモリヤの山で雄羊事件を通して
必ず契約を与えられて成就される
神様のサインを見ました。
完全な信仰の中に入りました。
契約成就のために人生をかけて神様と同行しました。

神様は創造の前から計画されて、
今、私に見せてくださり、
とこしえに続く契約をおいて
私に今、今日のサインを送っておられます。



詩 103:20　主をほめたたえよ。御使いたちよ。みことばの声に聞き従い、みことばを
行う力のある勇士たちよ。

受けたこと、回復すること

私は全世界 237 か国を生かして、いやして、サミット Remnant を育
てる主役です。このために、神様がすべての祝福をくださいました。問
題は、この祝福をサタンに奪われたということです。この世の中を掌握
した 10％の人々の霊的背後には 3 団体があります。レベルのある瞑想
とテンプルステイ、ヒーリングプログラムなどで世界を動かします。いっ
たい、彼らの内容と方法は何でしょうか。

1. 実際の内容
見えませんが良いこと創 3、6、11 章で人々をだまします。神様中心に生き

るべき人を「神のようになれる」という思想を植えて、ネフィリム時代
が到来しました。そして、私のための成功を追い求めて生きます。また、
目に見える文化までも掌握しました。使 13、16、19 章結局、自分も知らない
うちに滅亡するしかない運命と運勢未信者の状態 6 つに捕われるようになりま
した。

2. 実際の方法
ユダヤ人は幼いときからタルムード、トーラー、シェマを覚えて偉人

をモデルにします。何よりも三つの祭りと安息日を重要視します。早く
からタラントを発見して成人式を行い、人材たちを会堂に集めて、ロッ
ジで世界を動かします。彼らと 3 団体の根はサタンです。ヨハ 8:44 瞑想と
別の私と別の世界を発見させて、脳とたましいが悪い霊に捕われるよう
にしています。エペ 2:2、6:12

世の中の権力者や立派な人でも、霊的問題とわざわいを止めることが
できません。実際に、その問題が現れていますが、背後に働くサタンの
勢力を知ることができません。今日、神様が私にくださった答えと神の
子どもが味わう聖霊のみわざを回復しなければなりません。

契約の祈り
神の国のことの主役として召してくださり感謝します。すでに与えら

れたけれども、奪われた祝福を回復する今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 _ ロマ 12:2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム９章

384 番 神はわがやぐら ( 新 585 番 )

世界青年リーダー修練会 ( 上 ) | 2020.1.27 

10
J U N E・水

2020 JUNE 10 / 祈りの手帳

Q.
神の子どもの実際方法

ユダヤ人は、トーラー、タルムード、シェマを読みますが、
神の子どもは、神様のみことばを刻印します。

ユダヤ人は、世の中を動かした偉人を学ぼうとしますが、
神の子どもは、聖書の 7人の Remnantの人生を通した神様の
みわざを見ます。

ユダヤ人は、三つの祭りをいのちのように守りますが、
神の子どもは、ただキリスト、神の国、聖霊の満たしの契約
を握ります。

ユダヤ人は、安息日を徹底的に守りますが、
神の子どもは、毎日を聖日のように礼拝します。

ユダヤ人は、13歳のときにタラントを見つけて成人式をしますが、
神の子どもは、「ただ」をすべき部分を発見します。

ユダヤ人は、あらゆる場所に会堂を建てて集まりますが、
神の子どもは、神様が私だけにくださった唯一性で
世の中に出る準備をします。

ユダヤ人は、ロッジに集まって世の中を征服しようとしていますが、
神の子どもは、世の中に出て世の中を生かす再創造のみわざを
見るようになります。



創 41:38　そこでパロは家臣たちに言った。「神の霊の宿っているこのような人を、ほ
かに見つけることができようか。」

受ける答え － 三つの主役に 
向けたロードマップ

神様が全世界の 237 か国を生かして、いやして、サミット Remnant を
育てる主役として私を召されました。神様がこのことのためにすべての答
えもくださいました。奪われたことを回復して、受ける答えを準備しなけ
ればなりません。御座を動かして、現場を動かして、未来を動かす時刻表
です。この答えのために今からすべきロードマップは何でしょうか。

1. 御座、現場、未来を動かす時刻表
神様が天の御座を動かす時刻表をくださいます。神の子どもは、いつ、

どこでも 24 時祈ることができるために、25 時のみわざを体験して、永
遠の答えを残します。このときから、神様がくださる力を持って世の中
に答えを与えて、現場の変化を起こします。これから、契約の旅程 CVDIP

の中で、神様がくださった 6 つの道具 LVTNPO を持って未来を準備しなけ
ればなりません。私に与えられた職業産業、学業が未来を動かすメディアに
なります。

2. 伝聖書の 7 人の Remnant の青年の頃
聖書の 7 人ヨセフ、モーセ、サムエル、ダビデ、エリシャ、イザヤ、パウロの Remnant は皆、

青年の頃に神様がくださった力を味わいました。ヨセフを見ながらパロ
王は、「神の霊の宿っている人」と言い、ヨセフはパロ王に答えを与え
ました。パウロは嵐の前で神の国の御座を味わいました。神様の使いが
助けていることを知って信じていたために、目の前の状況を恐れません
でした。

エルサレム神殿が滅びた理由を知らなければなりません。異邦人の庭、
子どもの庭、祈りの庭がなかったためです。全世界の 237 か国を生かして、
いやして、サミット Remnant を育てる主役として私を召された契約を心
に込めて、今日、神様がくださる答えを準備しなければなりません。

契約の祈り
深い黙想の中で、御座を動かし、現場を動かし、未来を動かす時刻表

の中にいますように。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 _ Ⅱテモ2:1-2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム10章

46 番 たたえよ救いぬしイエスを ( 新 31 番 )

世界青年リーダー修練会 ( 下 ) | 2020.1.27 

Q.
「信じるゆえに
知らない」

私たちの道は不信仰になって
「知らない」ではありません。

私たちが信仰がないゆえに
「知らない」ではありません。

神様の計画が
あまりにも大きいゆえに
知らないのです。

神様の力を信じるゆえに
知らないのです。

神様の答えは
それくらい大きいのです。

11
J U N E・木

マタ 5:13 ～ 16　あなたがたは、地の塩です。もし塩が塩けをなくしたら、何によって
塩けをつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけら
れるだけです。あなたがたは、世界の光です。山の上にある町は隠れる事ができません。 
(13 ～ 14)

光の経済

聖書に記録された女たちは、家庭の仕事を超えて、男ができない時代
ごとに隠れた主役の役割をしました。ヨケベデ、ラハブ、ルツ、ハンナ、ツァレファテの女、

シュネムの女、エステル特に、初代教会の女たちフィベ、プリスカ、ルデヤなどは、パウロ
の伝道の働きに経済の絶対的な部分をサポートしました。どのように彼
女たちのように光の経済を回復できるのでしょうか。

1. 光の経済の理由 マタ 28:16 ～ 20

理由を知るべきです。全世界 237 か国を生かすべきであるために、
光の経済が必要です。遠くまで行かなくても、韓国に来ている全世界
237 か国のたましいが、本国に戻るまで弟子にするべきです。また、
Remnant の中からサミットになる人物を見つけて助け、周りにいる病
んでいる者を訪れて、毎週メッセージをあげて、会うだけでも構いませ
ん。このとき、光の経済が生かされます。

2. 光の経済に向けた祈り 使 1:1 ～ 8

神様が私に何を準備させるのかを悟ることが重要です。そして、それ
が成り立つしかないシステムを作ることです。確実な神様の答えに集中
して、神様の計画を置いて訓練することが、光の経済に向けた祈りです。

大きなことではなくても構いません。小さくても3企業宣教的企業、文化的企業、

社会的企業の中の一つを始めることができます。その収入で教会に伝道と宣
教で献身すれば良いのです。失敗しても構いません。Remnant が 3 企
業に向けたロードマップを作って始めるとき、神様は約束した力を必ず
くださいます。使 2:1 ～ 13

契約の祈り
光の経済に向けた小さな実践を始めて、全世界 237 か国の弟子と

Remnant と病んでいる者を立てますように。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 _ Ⅱテモ2:1-2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム11章

302 番 きみのたまものと ( 新 575 番 )

産業宣教メッセージ | 2020.2.1

12
J U N E・金

Q.
私の生活の
第一順位は

サタンの文化？
福音文化？

サタンの神殿？
福音神殿？

会堂運動？
RUTC運動？

光の経済で福音運動することが
第一順位にならなければなりま
せん。
神様はこの契約を握った者たち
を用いてくださいます。

「だから、神の国とその義とを
まず第一に求めなさい。
そうすれば、それに加えて、こ
れらのものはすべて与えられま
す。」マタ 6:33



創 14:20　あなたの手に、あなたの敵を渡されたいと高き神に、誉れあれ。」アブラム
はすべての物の十分の一を彼に与えた。

アブラハムを通して見るべき 
祈りの壇

三団体ニューエイジ、フリーメイソン、ユダヤ人組織と宗教団体が主導する瞑想運動が
全世界を掌握しました。科学的な根拠まであげて文化だと錯覚させます。
実際に、「愛します。ありがとう。」など、同じことを一千回繰り返して
言いながら、霊的体験をしたりもします。それと比べることができない
大きな祝福を受けた私は、ネフィリム運動をする彼らをどのように生か
すことができるのでしょうか。

1. 霊的世界の力を得る祈りの祭壇
講壇メッセージ、伝道者の生活 62、本部メッセージから霊的世界の力

を味わう契約を握って、祈りの祭壇を築くことが始まりです。心と思い
は、神様のみことばと御座の力の中に入る道であり、土台です。体を生
かす祈りも必要です。賛美は祈りの中に深く入るようにして、私のたま
しいを生かす祈りになります。このとき、告白する感謝と恵みの力をもっ
て、小さな実践を決断できます。

2. 祭壇を築いたアブラハムの奥義
その証人がアブラハムです。アブラハムはロトが離れた後、神様に祭

壇を築きました。創 13:18 古い枠を捨てて、新しい枠を持ったのです。戦
争に勝った後は、メルキゼデクに十分の一献金をささげました。創 14:14

～ 20 尊いことと価値のないことを見分けたのです。神様に向けた集中の
中で、信仰を持って愛する息子イサクをささげたとき、神様の力を刻印
する時刻表もありました。創 22:13 ～ 20

神様のみことばは必ず成就されます。私の考えは必要ありません。わ
ざわいを止めて、創 19:1 ～ 11 世界福音化の契約創 22:13 ～ 20 を握って、祈り
の祭壇を築くことだけをすれば良いのです。これが神様が願っておられ
る祈りの祭壇です。 

契約の祈り
霊的世界の力を味わうことによって、ネフィリム運動とわざわいを止

めて、世界を生かす福音化の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。アーメン

 ▢ 聖句暗唱 _ Ⅱテモ2:1-2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム12章

482 番 しずけき祈り ( 新 364 番 )

核心訓練メッセージ | 2020.2.1

13
J U N E・土

2020 JUNE 13 / 祈りの手帳

Q.
伝道者の祈りの祭壇

朝、目覚めて祈りが始まると、運動からします。
そして、考えに捕われないように、考えをみことばに変えます。
このとき、メッセージについての答えを
一番たくさん見つけます。
その後、普段している祈りの中に入ります。
深い祈りの中に入るのです。
伝えるメッセージに関する確信が持てるくらいに、
すばらしい力が生まれます。
これからするべきことについて、確実な答えが出るまで、
祈りの祝福を味わいます。
そのとき、賛美をしてみてください。今までと異なります。
だから、最後には感謝するしかありません。

この祭壇を築くのです。


