
創 32:21 ～ 32　その人は言った。「あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イス
ラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って、勝ったからだ。」 (28)

ひとりで残ったヤコブ

410 番 なにゆえみ神は ( 新 310 番 )

ヤコブがヤボクの渡しでただ神様に完全に集中したそのとき、神様は
ヤコブを「イスラエル」と呼び、彼を通して成し遂げる世界福音化の契
約を見せてくださいました。神様は私にもこの祝福を準備しておられま
す。すべてを譲って、受け入れて、戦わずに勝利するイスラエルの契約を、
どのように受けることができるでしょうか。

1. 神様の絶対主権、絶対契約の中に
神様は最初からヤコブを選ばれました。創 25:25 これが絶対に変わらな

い神様の絶対主権です。そして、世界福音化に向けた神様の絶対契約は、
必ず成就されます。ヤコブは神様に集中する時間に、この祝福を確認し
ました。これが絶対に変わらない神様の絶対主権です。そして、世界福
音化に向けた神様の絶対契約は、必ず成就されます。ヤコブは神様に集
中する時間にこの祝福を確認しました。創 32:21 ～ 32 私もまた、神様の絶
対主権と絶対契約の中にいます。そのため、悩んだり恐れたりする理由
がありません。

2. 神様の絶対答えの中に
ヤコブは神様と顔と顔とを合わせるくらいに神様に集中しました。そ

の場所が「神様の御顔」という意味のペヌエルでした。そのとき、「イ
スラエル」という新しい名前ももらいました。このように、神様の絶対
主権の中で、絶対契約を握る者には、だれも止めることができない絶対
答えが与えられます。これが福音を握った者に必ず与えられる証人の答
えです。

絶対主権、絶対契約、絶対答えの中に入ったヤコブに、神様が永遠の
祝福を与えられました。今日の私もこの中にいます。ヤコブに与えられ
たこの祝福を回復する今日になることを望みます。

契約の祈り
神様の絶対主権の中に私の人生があります。世界福音化の絶対契約に

従って、時代を生かす絶対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 _ Ⅱテモ2:1-2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム13章
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創 37:1 ～ 11　兄たちは彼をねたんだが、父はこのことを心に留めていた。 (11)

契約の中にある夢は 
必ず成し遂げられる

私が神様の契約を握るその時間、御使いが神様のみことばとみこころ
を行って、たましいが神様をほめたたえます。詩103:20～22 この霊的奥義は、
目に見えませんが、神の子どもが味わう最高の背景です。この背景を持っ
た私を通して、神様はどのようなみこころを成し遂げることを願ってお
られるのでしょうか。

1. 世の中のいやし − 礼拝と賛美
神様がみことばで臨んだその現場には、賛美を通して霊性と祈りが回

復されて、感謝を通して実際にいやされます。Ⅰサム 16:23、詩 78:70 ～ 72、使

16:19 ～ 40 ヨセフは明確な契約を見て、個人の祭壇を築きました。ポティ
ファルの家と行く場所ごとに、主の栄光が現れました。ダビデは賛美と
礼拝という最高の力を持って、契約の神殿を建てました。私が先に祈り
の祭壇を築くと、私の現場でいやしの答えを味わい、神殿に集まって一
緒にその答えを回復できます。

2. 奪われたことを回復
神様をほめたたえていた御使いが堕落して、サタンになりました。エ

ゼ 28:13 サタンは今も音楽や暗やみの文化を通して世の中を掌握していま
す。賛美を回復する理由がここにあります。深い祈りの中に入ることの
できる賛美が回復されるとき、神様がくださった力を得て、神様の契約
がたましいに刻印されます。

神様の正しい契約を握って祈りながら賛美するとき、すばらしい霊的
みわざが起きます。神様は今日も天の軍勢を動かして、世の中を生かす
神様のみこころと計画を必ず成し遂げられます。今日、現場でそのみわ
ざを確認できるはずです。

契約の祈り
私のたましいが神様をほめたたえますように。私の現場に天の軍勢を

遣わし、神様のみこころと計画を成し遂げてください。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 _ Ⅱテモ2:1-2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム14章

542 番 主よ、わが見しゆめ (490 番 )
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Q.
契約の旅程
− 夢の実現のための

準備

神様の契約は
必ず成就されます。
神様が与えられた夢は
必ず成し遂げられます。

神様のみことばと
そのみことばを握った
証人たちを通して
数多く確認しました。

私は
神様の夢を持っていますか。
今日、
私が夢見ているこの夢は、
神様がくださった夢ですか。

Q.
今日の勝負手

勝負手を打つべき時が
あります。

勝負は必ず勝つか、
または、負けます。
中間がないとても明確で、
鮮明な結果です。

ヤコブはヤボクの渡しで
勝負手を打ちました。

ヤコブに契約を与えられた方も
その契約を成就できる方も
ただ神様であることを
知ったためです。

すべてを下ろして、ひとりで
残ったヤコブの勝負手は
ただ神様に集中することでした。
契約的な決断でした。

今日、私は
神様がくださった契約と
私にくださった現場を置いて
どんな勝負手を
打つべきでしょうか。



使 19:1 ～ 7　そこで、パウロは、「ヨハネは、自分のあとに来られるイエスを信じるよ
うに人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのです」と言った。これを聞いたそ
の人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。(4 ～ 5)

三つのことを見る霊的サミット

霊的サミットの座に立つと、みことば成就と祈りの答えと伝道の働き
を見ることができます。霊的サミットは、サミットタイムを必ず持ちま
す。定刻祈りを通して、神様の御座の力を私にもたらして、24 時 WITH、

Immanuel、Oneness 味わいます。このとき、神様の 25 時のみわざを体験して、
だれもできない永遠の作品を残します。それならば、私が霊的サミット
タイムを持つとき、どんな答えが与えられるのでしょうか。

1. 聖書の 7 人の Remnant
聖書の 7 人の Remnant は、すべての現場で霊的サミットタイムを味

わいました。彼らに神様のみことばが与えられて、すべての事件が祈り
の答えになりました。強大国の王の前に立って答えを与えて、全世界
237 か国の門が一挙に開かれる伝道のみわざもありました。この答えが
私にもついて来るようになっています。

2. 初代教会 使 17:1、18:4、19:8

キリストが神の国のことを説明して、聖霊の満たしを約束しました。
この契約を握った人々が集まって祈りました。マルコの屋上の間でみわ
ざが起きて、パウロが会堂当時の大学というかぎを持って、世界宣教の門を
開く答えを受けました。神様は彼らをマケドニヤとローマまで導かれま
した。

ヨセフとモーセがエジプトを、サムエルとダビデがペリシテを、エリ
ヤとエリシャがアラムとアッシリヤを、ダニエルと 3 人の青年がバビロ
ンを見ました。彼らを通して強大国が福音化されるみわざが起きました。
サミットタイムを持つとき、見る目が変わります。衣食住の問題に縛ら
れた世の国ではなく、霊的世界サタンの国、神の国を見たのです。

契約の祈り
霊的世界を見る私だけの霊的システムを備えますように。ついてくる

答えを味わう証人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 _ Ⅱテモ2:1-2

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム15章

485 番 わがめをひらきて ( 新 366 番 )
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Q.
大胆でありながらも謙そんにすべき理由 
謙そんでありながらも大胆になる理由

世の国、サタンの国、神の国

この三つを見ることができる人が、
正しい世界観を持っているのです。 
世の国は誤っているのではありません。衣食住の水準です。
悪いのではありません。必ず必要です。
しかし、その水準に止まってしまえばこういうことが起きます。
サタンの国、結局、ネフィリム時代が来てしまうのです。
神の国は完全に異なります。この地に臨んでいて、
私たちの背景です。そして、結局、私たちが行く場所です。
私たちは三位一体の神様が私たちとともにおられる尊い歴史の
中にいます。

これが霊的サミットが持つ世界観です。
これから成り立ってこそ、その次のことが成り立つのです。
 
だから、今、大胆かつ謙そんにして、
謙そんかつ大胆にならなければなりません。
今起きている問題は、何の問題にもなりません。
忘れずに、今から始めなければなりません。
これを逃したために、全世界の教会が閉鎖しているのです。
私たちが生かすべきです。
神様が確かにともにいるとおっしゃいました。
私たちの力でするのではありません。
神様が霊的サミットへと追い込んでおられるのです。
私たちは見つけて味わうだけで良いのです。



詩 19:14　私の口のことばと、私の心の思いとが御前に、受け入れられますように。わ
が岩、わが贖い主、主よ。

瞑想と黙想の戦争

今、三団体は瞑想で世界を掌握しました。瞑想を科学的、医学的、論
理的に説明しながら、文化と社会と経済に入り込んでいます。神の子ど
もは、みことばと祈りの黙想で彼らに勝つことができます。瞑想は私中
心ですが、黙想は神様中心です。霊的サミットになるための黙想は、ど
のようにすれば良いのでしょうか。

1. 確認すべきこと − 「だれに」
神様はだれにこの時代を委ねるでしょうか。単なる福音を持った者で

はなく、「ただ福音」の人です。単なる伝道者ではなく、「ただ伝道」を
する人に委ねられます。実力のある者ではなく、Remnant 残りの者にこの
時代を委ねました。神様に集中する黙想の中で、この事実を確認しなけ
ればなりません。

2. 確信すべきこと − 「何を」、「どのように」
これから確信できます。私は三位一体の神様 Trinity がともにおられる神

の子どもです。神様は私に上から与えられる権威 Authority を約束されま
した。神の国が私の背景です。メディアで世界を動かす時代になりまし
た。福音を伝えるメディアを活用して、全世界 237 か国の大学に、人
材弟子を見つけていやさなければなりません。これがだれも作ることがで
きない作品 Nobody であり、大都市に入り込むプラットフォーム、ともに
ミッションを成し遂げるアウトソーシングです。

深い祈りの中で、神様のみことばを私にくださるメッセージとして受
けるとき、深く黙想するとき、私のたましいと生活が生かされます。深
さがある食べ物を食べることも助けになります。ただ福音とただ伝道の
ために、今日も霊的サミットの座に立つことを決断します。

契約の祈り
みことばと祈りの黙想を通して、霊的サミットとして立ちますように。

ただ福音、ただ伝道のために生きますように。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 _ 創 1:27

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム16章

492 番 この世のたびじに (435 番 )
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Q.
呼吸するときに起きること

瞑想と黙想の共通点は、集中です。
集中の方法の中の一つが、呼吸です。
医学的、心理的証拠があります。

深い段階
安らかに、静かに呼吸するとき、
私の体と脳は無我の境地の状態になります。

ストレス
実際に、ストレスを受けない状態になります。

集中力
すべての力は集中によって作られます。
集中できるもっとも良い方法は、呼吸です。
 

エネルギー
私の体の中に、神様がくださった
すばらしいエネルギーがあります。
それを生かす道が呼吸です。

気
外部にあるものすごい気を受け入れることができます。 

未来
呼吸しながら祈るとき、重要な未来を見る奥義を発見できます。

５力 霊力、知力、体力、経済力、人材力

神様がくださる力を体験できます。 



詩 78:70 ～ 72　主はまた、しもべダビデを選び、羊のおりから彼を召し、乳を飲ませ
る雌羊の番から彼を連れて来て、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧する
ようにされた。彼は、正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。

霊的サミットの中から出る生活学業

去年、アメリカでは 1 万個以上の教会が閉鎖しました。一方、聖書の
初代教会は、とても難しい状況の中でも、ローマまで福音化しました。
このように、霊的サミットの中から出る生活学業ならば、必ず神様の計画
を成し遂げます。霊的サミットになる私は、どのようなサミットの姿勢
を整えるべきでしょうか。

1. サミットの契約
正確な契約を握って従うべきです。霊的サミットタイムを味わうとき、

神様は正確な契約をくださいます。この契約を握るだけで、神様は一つ
の事件だけでも 100 年の答え、1000 年の答え、時代の答えを成し遂げ
られます。神様がこの働きを見て、知って、持つ証人として私を召され
ました。

2. サミットの旅程と目標
サミットの契約を握った者は、サミットの旅程を行くようになります。

この旅程は必ず伝道者の生活 62 として現れます。その中で、毎日ただ
握るべき部分を見つけると、唯一性が答えとして現れて、再創造の実と
して現れます。そして、過去と現在、未来が変化する働きが起きます。
ついに、私がどんな位置にいても、神様の答えを与えます。霊的にいや
して、残りの者を集めて訓練させて、現場に派遣するのです。第 1、2、3 

RUTC

神様の契約を握った私の黙想、現場、職業の中で、サミット運動が起
きます。この運動を世界化すべきです。福音を聞くことができない所に
伝えるように、内容を整理して伝えるとき、多くのたましいと世界を生
かす霊的サミットの座に立つようになります。

契約の祈り
時代を生かすサミットの契約を握って、すべてのたましいと全世界

237 か国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。アーメン

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 1:27

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム17章

453 番 主はわれはぐくむ牧者 ( 新 570 番 )
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Q.
O.U.R Only, Uniqueness, Re-creation

ダビデは羊飼いであったとき、ただ Only を見つけました。
ダビデは、

「羊一匹も絶対に失わない。
空いた時間には賛美して祈る。
もっと時間があるならば、文を書く。」という目標がありました。

獣が羊を捕らえると、取り戻さなければなりませんでした。
ですから、石を投げることを練習したのです。
その石がゴリヤテの頭を打ってしまうとは
だれも知りませんでした。
これを唯一性 Uniqueness の答えと言います。

ついに、イスラエルの王になりました。
神様が願っておられる神殿を準備しました。

再創造 Re-creation の実が現れたのです。

今の状態、何も心配する必要はありません。
「私はよくない学校に通っているのに」
何も関係ありません。
それは、基準がそこにないということです。
すべてを持っても、O.U.R を逃してしまえばないのです。 
霊的サミットタイムとサミットの姿勢をすべて逃してしまえば、
霊的な力は一つもないのです。



使 19:21　これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しにより、マケドニヤとア
カヤを通ったあとでエルサレムに行くことにした。そして、「私はそこに行ってから、ロー
マも見なければならない」と言った。

霊的セッティングと 
世界を生かす準備

Remnant の時期に霊的セッティングをして世界を生かす準備をしな
ければなりません。サミットの器を備えるのです。神様の絶対主権を知
り、信じてその中に入るとき、神様は絶対契約をくださいます。絶対契
約の中には、絶対答えがあります。このように霊的世界を見る霊的セッ
ティングを備えた後についてくる答えは何でしょうか。

1. 過去
過去の契約が答えとしてき始めます。霊的世界を見る目が開かれるの

です。聖書の Remnant7 人の契約の旅程を見ればわかります。過去の
苦しみと家庭と家系の問題が答えになりました。個人の長所短所さえす
べてが答えになりました。天の軍勢が動員され、神様の手伝いをしてい
たことを見ました。

2. 今日と未来
今日の契約と未来がすべて答えられます。ツラノ運動の後、パウロは、

「ローマも見なければならない」という契約を握りました。使 19:21 主はパ
ウロが法廷に立ったその夜、パウロに「ローマでもあかしをしなければ
ならない」と契約を確認させてくださいました。使 3:11 パウロは裁判を
受けるために行く途中で出会った暴風の中でも「必ずカイザルの前に立
ちます」という契約を信じました。使 27:24 ついに、パウロを通してロー
マ福音化の契約が成就しました。

神様が臨まれるところに天の軍勢が活動します。神様のみことばを成
し遂げます。霊的セッティングを終えて、神様が最も必要とされること
のために祈るとき、実際に天の軍勢が働きます。神様のみこころは必ず
成就します。 

契約の祈り
全世界の大学と Remnant を生かす主役とし霊的セッティングとサ

ミット器を備えますように。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 _ 創 1:27

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム18章

270 番 われらは今ただ旅人（新 508 番）
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Q.
霊的世界を知らなければ

今の重職者、牧師、信徒たちは霊的世界について全く知りません。
そのため、霊媒師にも劣ります。
霊媒師は、結局は滅びますが、とりあえず何かを見せてくれます。
しかし、教会では見せることも、力もありません。
それゆえ、宣教もできなくて、限界に会います。

「正しい」、「合う」、「あなたはどうである」
この言葉だけ言っているうちに限界に会います。

世の中に出てこのような人になってはいけません。
早く抜け出して、彼らを生かさなければなりません。
霊的セッティングをして出て行かなければなりません。

「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、
みことばを行なう力ある勇士たちよ。

主をほめたたえよ。

主のすべての軍勢よ。
みこころを行ない、主に仕える者たちよ。

主をほめたたえよ。

すべて造られたものたちよ。
主の治められるすべての所で。
わがたましいよ。主をほめたたえよ。」詩 103:20 ～ 22


