
マコ 3:13 ～ 15　さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せら
れたので、彼らはみもとに来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは、彼ら
を身近に置き、また彼らを遣わして福音を宣べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるた
めであった。

霊的システム化

446 番 いわなるイエス（新 391 番）

サタンは各国の政治と権力者を動かしています。サタンに捕えられた
者が大きな神殿を作って、世界の文化を掌握して、映画、音楽をはじめ
とする文化と学校に入り込みます。拡散戦略として人々を招待したり、
メンバーシップを活用することもあります。当然、霊的問題はくるしか
ありません。それゆえ、神の子どもは、自分の職業を学業、産業霊的システ
ム化する必要があります。どうすればよいでしょうか。

1. 霊的産業化
Remnant は大学で勉強して学位を受けて卒業するレベルで終わって

はいけません。その後のこと、他のこと、つまり、霊的世界を見て、先立っ
て私の職業を伝道者の生活 62 にする必要があります。そして人々をい
やすことに用いるべきです。

2. 霊的文化化
私の職業を霊的文化化しなければなりません。神様がくださった 6

つの道具を活用すれば、必ず成功します。さらに私の職業をもって
CVDIPCovenant、Vision、Dream、Image、Practice を探して祈り、礼拝できる黙想テ
キストブックを作成しなければなりません。毎日挑戦するとき、時代を
変化させます。

サタンの 12 の戦略が政治、経済、社会、文化に入り込んでいます。
しかし、すでに勝った戦いです。私の職業をもって霊的戦いをすると必
ず勝利します。神の国のことを先に味わえば、サタンの国が見えます。
ついに世の中の国を生かすサミットの座に立つようになるでしょう。

契約の祈り
私の職業を霊的システム化し、全世界の 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19章
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使 19:8 ～ 21　それから、パウロは会堂に入って、三か月の間大胆に語り、神の国につ
いて論じて、彼らを説得しようと努めた。しかし、ある者たちが心をかたくなにして聞
き入れず、会衆の前で、この道をののしったので、パウロは彼らから身を引き、弟子た
ちをも退かせて、毎日ツラノの講堂で論じた。（8 ～ 9）

第２RUTC 運動

福音を持った少数が、福音運動、みことば運動、伝道運動をしました。
これが第１RUTC 運動になりました。荒野運動、ミツパ運動、ドタンの町運動、見張り人

運動、オリ－ブ山運動、マルコの屋上の間運動迫害を受けて濡れ衣を着せられ、法的にも
福音を伝えることができなかった時期に、誰も止めることのできない第
２RUTC 運動が起きました。このとき、重職者と産業人が握らなければ
なら契約は何でしょうか。

1. テサロニケの会堂運動使 17:1 ～ 9

パウロはいつも会堂を心に抱きました。３週間の時間が与えられたと
き、パウロは自分の規定のとおり、会堂に入って、キリストの当為性を
説明しました。ここでパウロは、神様が備えられたヤソンと財力と実力
のある貴婦人とギリシヤ人に出会いました。その結果、テサロニケ教会
が建てられました。

2. コリントの会堂運動使 18:1 ～ 4

プリスキラとアクラ夫婦は五旬節の働きを体験した絶対弟子でした。使

2:10 神様は彼らに、パウロとの出会いを与えられました。パウロは彼ら
と一緒に会堂に入りました。安息日ごとに絶対働きが起きました。その
実がコリント教会でした。

パウロはローマ、ツラノの講堂でみことば運動をしました。サミット
タイムを持って、使 19:1 ～ 7 サミット姿勢を整えて、使 19:8 ～ 20 サミット器
を準備しました。使 19:21 契約を握るとき、神様が働き始められます。契
約が成就するとき、霊的世界が変わります。神様の願いを行うとき、す
べての未来は準備されます。これパウロが会堂に行った理由です。

契約の祈り
世界 237 か国に RUTC 運動が起きるように、正確な契約を握ります

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14章

355 番 召されたこの身は（新 323 番）
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Q.
神様が働かれる
礼拝とは

「礼拝時間が退屈です。
神様が働かれて、力を得る生命力
のある礼拝をささげたいです」

礼拝時間に切に握らなければなら
ない契約があります。

「今、神様は何を答えておられるの
か」です。
ただ礼拝をささげてはいけません。
先週の日曜日に、神様は牧師を通
してどんな契約を与えられました
か。
今日、この時間には、どのような
メッセージを握って説教を聞いて
いますか。
これを確認しなければ礼拝をささ
げる必要はありません。

聖霊は、神の子どもが集まって礼
拝するときに働かれます。
したがって、貴重な時間を後にし
て礼拝に来たのです。

「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 4:24

Q.
「続けるべきですか、
やめるべきですか」

私の知り合いの中で韓国舞踊を
する方がいます。その分野で最
高の実力者です。昔、この方が
私を訪ねてきました。

「今、踊っている舞踊は全部
偶像崇拝とつながっています。
これを続けるべきでしょうか、
やめるべきでしょうか」

と話しました。
「変えるべきです。霊的に
変えなければなりません。
必ず続けてください」

この方が理解して何年か過ぎま
した。今、彼女の弟子たちは毎
朝に集まってメッセージを聞い
て祈っていました。
小さいカードに集いに参加する
すべての人がクリスマスの挨拶
を書いて私に送ってくれまし
た。
悩んでいた教授からこのような
弟子が出たのです。



ピリ 3:8 ～ 21　キリストは、万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私
たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださるのです。（21）

３つの後遺症のいやし

サタンが与えた 12 の問題、すなわち、霊的問題のために世界にわざ
わいが臨み、３つの後遺症がきました。ただ神様がこの問題をいやすこ
とができます。そのため、福音をもった私を神様の人として呼ばれまし
た。はたして、３つの後遺症とは何であり、どのようにいやすことがで
きるでしょう。

1. ３つの宗教後遺症、教育後遺症、経済後遺症
神様とともに生きるべき霊的存在である人が、自ら何かをしなければ

ならと思う私中心の宗教を持つようになりました。それ自体が正常では
ありません。教育でも熱心を強調し、神様のことではないことを刻印、根、
体質化します。競争の中で霊的力はますます欠乏し、生活のために経済
だけを重視します。わざわいが来るしかないのです。

2. ３つの集中
今からは、神様への幸せな集中を回復しなければなりません。福音の

契約使 1:1、3、8 に集中する定刻祈りを始めるとき、伝道者の生活 62 を味
わうようになります。その後、私と私たちとすべてのことにともにおら
れる WITH、Immanuel、Oneness 神様に集中する 24 時祈りの答えが来ます。そ
の中で私の職業産業、学業の中で誰もできない 25 時の答えが見えて、永遠
の祝福を発見することができます。

パウロはなぜ、世の中のすべてをちりあくたに思うと告白したでしょ
うか。ピリ 3:1 ～ 21 キリストの奥義を知ることにじゃまになるためです。
良い背景と知性を備えましたがすべて捨てました。キリストの御手にあ
る神の計画と天の報いだけを見上げました。パウロが味わった天の背景
が私にもあります。万物を服従させるイエス・キリストの御名をもって
現場を生かすことができます。

契約の祈り
ただ福音によって、宗教と教育と経済後遺症をいやしますように。神

様への集中が始まりますように。

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 1:27

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム21～ 
                                       22章

94 番 イエスは誰でしょう（新 96 番）
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Q.
恥ずかしい救い、受けますか。

このような信徒がいます。

教会で熱心に働くのですが神様の力を得る時間は持ちません。
ある日、やめることになるでしょう。
滅びはしません。神の子どもですから。
天国は行きます。救われたから。
しかし、他のことはできません。
すべて逃しているからです。

一所懸命に努力はするのですが、この時間だけ持たない。
霊的問題は当然、来ます。
人間的な策を弄するのですが、
神様に集中する時間を持ちません。

時間が経つにつれて
教会がよく成り立たないということを
確認するようになるでしょう。
時間が経つにつれて
私の人生は力がないことを確認するようになるでしょう。

もう一度申し上げます。
心配しなくてもよいのです。救われています。
これを「恥ずかしい救い」と言います。

はい いいえ



創 39:1 ～ 6　主がヨセフとともにおられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト
人の主人の家にいた。彼の主人は、主が彼とともにおられ、主が彼のすることすべてを
成功させてくださるのを見た。（2 ～ 3）

もっとも低いところで受けた答えと 
受ける答え

ヨセフは奴隷としてエジプトに来るしかなかった当然性、神様がくだ
さった必然性、神様の計画であることを確認する絶対性を発見しました。
最も低いところで神様の絶対計画、絶対契約、絶対答えを見つけたので
す。最も低いところでまことの成功ができるために、私はどうすべきで
しょうか。

1. 神様から受けたメッセージが明らかである
神様がくださった明らかなメッセージを握れば、苦しみも土台になり

ます。ヨセフは、神様が与えられた世界福音化の夢を見ていました。そ
れゆえ、奴隷であったエジプトの現場でも祈りながら最善を尽くしまし
た。そのようなヨセフを見てポティファルは神様がヨセフとともにおら
れることを告白しました。

2. 神様の方法で神様の時刻表に
ヨセフは、いつでもどこでもともにおられる神様の方法を持っていま

した。WITH、Immanuel、Oneness 明らかなメッセージを握っていたので、神様
の確かな時刻表を見ました。これが苦しみの中でも揺れなかった奥義で
す。

神様が必ず成し遂げられる世界福音化の中で時刻表を見たヨセフのよ
うに、私の今日が世界福音化と未来につながります。最も低いところに
いても、正しい契約を握って、神様の方法で、神様の時刻表を待つ今日
になるように祈ります。

契約の祈り
神様の確かなメッセージを握って、ともにの祝福を味わえますように。

神様の時刻表の中で、今日も導かれますように。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 _ 創 1:28

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム23章

543 番 恵みの高き峰（新 491 番）
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Q.
最も低いところに置かれているとき

低いところに置かれたときに
必ず考えるべきことがあります。

当然性です。そうなるしかなかったのです。

ヨセフは、神様が与えられたビジョンを持っていました。
したがって、ビジョンを持っていなかった兄たちに
嫌われるしかなかったのです。
ヨセフは、世界福音化をしなければならなかったために、
そのような苦しみは来るしかなかったのです。

「ああ、私はこの理由で痛かったんだ」
と思わなければなりません。

「なぜ私だけ痛いのか」
と思っては困ります。

必然性です。私に必要であるためにくださったのです。

絶対性です。神様の計画です。

そこで神様の絶対計画を見つけなければなりません。

３つを見なければ、問題を解決することはできません。
問題の中に閉じ込められようになります。

聖書と歴史を見ると、
神の子どもが苦しんでいるとき、
低い所に置かれているとき、
驚くべき神様の答えが起こりました。



詩 91:1 ～ 16　彼が、わたしを呼び求めれば、わたしは、彼に答えよう。わたしは苦し
みのときに彼とともにいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。（15）

世界 237 か国にわざわいを 
止める道を伝える神殿建築

神様は契約を持った少数の人々を伝道と宣教の隊列の中に立ててくだ
さいました。そのようにして福音が私に伝わり、私も伝道と宣教の隊列
の中に立っています。これは神様が私に与えられた最高の祝福です。私
はこの契約をどのように握るべきでしょうか。

1. いと高き方の隠れ場詩 91:1

滅亡の隊列に立っているたましいを生かすために、神様は私に福音を
与えられました。この福音の契約を持つ者は、 いと高き方の隠れ場にい
ます。ここで福音を味わえば力が現れて、神の国の背景を味わいます。
この祝福を伝えることが伝道です。

2. 伝道者の特権詩 91:3 ～ 13

この祝福を受けた人に来る特権があります。神様は私にわざわいが来
ないように、完全に守ってくださいます。そして、サタンと悪霊を縛っ
て勝利する力も与えられました。イエス・キリストの御名の権威です。
どんな現場にいても、キリストの奥義を使えば、すべてが土台になる聖
霊の導きを受けることができます。

神ただ純粋な福音、完全福音によってだけ、全世界 237 か国のわざ
わいを止めることができます。したがって、この福音を伝える神殿と神
殿建築が重要です。神殿の中に、全世界 237 か国を生かして、いやし、
Remnant をサミットに立てる祝福を入れなければなりません。この祝
福を私のものとして握らなければなりません。

契約の祈り
私に与えられたこの福音を味わってあかしする者と立たせてくださり、

最も純粋な福音を伝える伝道者の生活を生きますように。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 1:28

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム24章

245 番 栄えに満ちたる（新 210 番）
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Q.
伝道者の特権 詩篇 91

1 いと高き方の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る。
2 私は主に申し上げよう。「わが避け所、わがとりで、私の信頼

するわが神」と。
3 主は狩人のわなから、恐ろしい疫病から、あなたを救い出され

るからである。 
4 主は、ご自分の羽で、あなたをおおわれる。あなたは、その翼

の下に身を避ける。主の真実は、大盾であり、とりでである。 
5 あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。
6 また、暗やみに歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。
7 千人が、あなたのかたわらに、万人が、あなたの右手に倒れて

も、それはあなたには、近づかない。 
8 あなたはただ、それを目にし、悪者への報いを見るだけである。 
9 それはあなたが私の避け所である主を、いと高き方を、あなた

の住まいとしたからである。
10 わざわいは、あなたにふりかからず、えやみも、あなたの天

幕に近づかない。
11 まことに主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべ

ての道で、あなたを守るようにされる。 
12 彼らは、その手で、あなたをささえ、あなたの足が石に打ち

当たることのないようにする。
13 あなたは、獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏み

にじろう。
14 彼がわたしを愛しているから、わたしは彼を助け出そう。彼

がわたしの名を知っているから、わたしは彼を高く上げよう。 
15 彼が、わたしを呼び求めれば、わたしは、彼に答えよう。わ

たしは苦しみのときに彼とともにいて、彼を救い彼に誉れを与
えよう。 

16 わたしは、彼を長いいのちで満ち足らせ、わたしの救いを彼
に見せよう。



Ⅲヨハ 1:2　愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての点でも
幸いを得、また健康であるように祈ります。

産業人伝道者のスケジュール

ガイオをはじめとするローマ 16 章の人物には、伝道者のスケジュールが
ありました。ただ福音だけ持っていましたが、唯一の力がきて、その証人
になりました。このとき、教会と伝道、宣教のための光の経済が回復しま
した。彼らはすべて神様との裏面契約神様が造られた私、私のこと、私の現場がありま
した。これを発見したとき、どのようなスケジュールが出るでしょうか。

1. 伝道サミット
伝道サミットに立つスケジュールです。神様の前で定刻祈りの祭壇を築く

とき、伝道者の生活 62 を一生のスケジュールとして味わうようになります。
また、どこにいても 24 時神様がともにおられる WITH、Immanuel、Oneness こと
を味わい、目に見えない働きを体験します。このとき、神様が誰もできな
いこと、誰も知らない道、誰も知らない時間、誰も行けないところ Nobody、

No way、No time、Nowhere の答えを与えてくださり、永遠の作品を残すことがで
きます。

2. 教会サミット、産業サミット
神様が世々にわたって長い間隠されていた福音の奥義を悟らせて、とこし

えまである祝福を私に与えられました。この祝福を味わう中で、教会を生
かす 3 企業宣教的、文化的、社会的企業が立てられ、伝道者を助ける者、同労者、
家主の役割をするようになります。産業サミットの結果は当然、ついてきま
す。すでに受けた三位一体の神様がともにおられ、天からの権威を持って
います。天の背景を味わい、神様がくださった 6 つの道具 LVTNPO をもって
光の経済を回復することができます。

「どんな仕事をするか」より「神様のみこころであるか」が重要です。神様
の時刻表は必ずきて、その祝福は誰も止めることができません。祈りの中で、
神様がくださる余裕を味わい、答えを体験する証人となるように望みます。 

契約の祈り
ただ福音だけ握りますように。伝道者のスケジュールの中で伝道サミッ

トになり、教会と産業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 _ 創 1:28

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム25 章

483 番 主イエスのまえに出て（新 539 番）
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Q.
私は伝道者の 24 祈りの中にいる助ける者、 
同労者、家主でしょうか

「私は、あなたがたのことを思うごとに私の神に感謝し、
あなたがたすべてのために祈るごとに、
いつも喜びをもって祈り、
あなたがたが、最初の日から今日まで、
福音を広めることにあずかって来たことを感謝しています。」ピ

リ 1:3 ～ 5

「ケンクレヤにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベを、
あなたがたに推薦します。
どうぞ、聖徒にふさわしいしかたで、主にあってこの人を歓迎し、
あなたがたの助けを必要とすることは、どんなことでも助けて
あげてください。
この人は、多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。
キリスト・イエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラ
によろしく伝えてください。
この人たちは、自分のいのちの危険を冒して私のいのちを守っ
てくれたのです。
この人たちには、私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝
しています。」ロマ 16:1 ～ 4

「私と全教会との家主であるガイオも、あなたがたによろしくと
言っています。
市の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言って
います。」ロマ 16:23


