
創41:25～40　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。」(38)

神の霊の宿る人

「私は力がありません」ということばは、謙虚だと多くの人は思ってい
ます。しかし、神様はそのようには見ておられません。神の子どもは、
誰も奪うことができない神様の霊が宿っている最高の祝福を持っている
からです。ヨセフは神様の霊が宿ることによって王に答えを与え、世界
福音化する真の献身の時刻表を味わいました。神様の霊の宿る私はどの
ように最高の献身ができるのでしょうか。

1. 神様が準備されたその時間の中に
神様はヨセフが握った契約が成就して体験できるように、すべてを完

全に準備してくださいました。私もヨセフのように契約を握って、すべ
てが神様の時間の中にあることを信じるだけで良いのです。契約の旅程
の中で私とともにおられる神様が、すべてのことを通して世界福音化と
いう契約の目標を成し遂げられるでしょう。

2. 神様が計画されたそのことの中に
神様がみことばで語られた契約の中に、そのことの中にいれば良いの

です。ヨセフは神様の霊に感動するサミットタイムをいつも持っていま
した。すべての状況と環境の中でも、ともにおられる神様を味わうサミッ
ト姿勢を持ちました。そして、総理になってエジプトを越えて世界を生
かしてあまりあるサミットの器を準備しました。

神様は神様の霊の宿る祝福を持つ私をいのち運動に用いられます。
237 か国を生かしていやし、次世代をサミットとして立てることに用い
てくださいます。それに加えて、死んでいく専門家、教会だけが与える
ことができる助けが必要な人を生かす神殿の答えを受けることができま
す。これが伝道の中の伝道で、宣教の中の宣教です。

契約の祈り
神様が働かれる時間と、そのことのために、ただ神様の霊で満たして

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 _ 創 1:28

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム16 章

370 番 つとめいそしめ（新 330 番）
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Q.
わたしは主

作詞／作曲 : コ・ヒョンウォン

聞け。わたしは主、これがわたしの名。
わたしの栄光を他の者に与えはしない。

聞け。わたしは主、これがわたしの名。
わたしの栄誉を刻んだ像に与えはしない。

来なさいわが子たち
栄光のため創造した

わたしの栄誉を宣べ伝えるため
あなたをわたしが造った

237 か国を福音で生かそうとされる
神様の働きに同労したり、用いられるということは
ことばで言い表すことができない感謝の課題です。

私は、世の中を福音で生かされる神様の力で
満たされなければならない理由を発見していますか。



創41:44～57　パロはヨセフに言った。「私はパロだ。しかし、あなたの許しなくしては、
エジプト中で、だれも手足を上げることもできない。」パロはヨセフにツァフェナテ・パ
ネアハという名を与え、オンの祭司ポティ・フェラの娘アセナテを彼の妻にした。こう
してヨセフはエジプトの地に知れ渡った。(44 ～ 45)

総理ツァフェナテ・パネアハ

全世界にわざわいが降りかかったそのとき、神様はただ福音でわざわ
いを止めるヨセフを準備されました。わざわいを通した世の中とサタン
の攻撃の前でも、ただ福音の結論を持つヨセフひとりに、すべての人が
神様が生きておられることを見ました。「ツァフェナテ・パネアハ」と
いう名前の意味のように、生きておられる神様が、今日、私を通してど
んなみことばを伝えることを願っておられるのでしょうか。

1. 根源的な契約と成功を握りなさい
神様はヨセフを通して根源的契約を語ってくださいました。それは、

わざわい中ですべての人を救う福音です。私はその福音を知って悟って
体験するように、すべての過程の中で導いてくださる神様を信じなけれ
ばなりません。その中で神様は、霊的力を与えてくださり、わざわいが
臨んだ世の中を生かす根源的成功が何かを知らせてくださいます。

2. 根源的な未来を握りなさい
神様はたしかに契約の成就、すなわち、根源的未来をくださいました。

世界福音化という契約とその成就の隊列の中にいることです。ヨセフは
幼い時からこれに対する確信があり、すべての基準をすでに世界福音化
に合わせていました。時代に降りかかるわざわいは、ただ福音によって
だけ止めることができます。これが私が世界福音化という根源的未来を
握らなければならない理由です。

ヨセフは普段のときに、わざわいを止める根源的力と答えを味わう深
い祈りの力がありました。ヨセフのように、この力を味わうことによっ
て、誰もできない時代のわざわいを止める答え Nobody を確認するように
なるでしょう。

契約の祈り
根源である神様の契約と神様だけが与えられる根源的成功、世界福音

化という根源的未来を握りますように。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 _ 創 2:7

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム17 章

41 番 栄えにいます主（新 20 番）
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Q.
集中の理由

「ツァフェナテ・パネアハ」
という名前の意味を知っていますか。

「神様が語られた」
「神様が生きておられ、あなたに語られた」
という意味です。

パロ王が
ヨセフを通して
神様が生きておられるということと神様の働きを
正確に見たということです。

世の中と多くの未信者が私の生活を通して
何かをたしかに見ています。

すべてを下ろして
神様と神様の願い、神様の力で
私をいっぱいに満たす集中の時間。

私の生活のすべてに
神様の絶対主権と計画があることを確認する
24 の時間を持たなければならない理由は
あまりにも明らかです。



創 42:18 ～ 25　ヨセフは三日目に彼らに言った。「次のようにして、生きよ。私も神
を恐れる者だから。(18)

はじめて嘘をつくヨセフ

ヨセフは自分を生かした福音に対する明らかな信仰と基準がありまし
た。そして、家庭と家系、民族を倒して、強大国エジプトを通じて全世
界を倒そうとするサタンとその戦略が、ただ福音によってだけ崩れるこ
とを知っていました。そのようなヨセフが総理になった後、兄たちに嘘
をつきました。創 42:6、9、16 彼の嘘は何が違っていたのでしょうか。

1. 人を生かす嘘
ヨセフの嘘は人と家系、世界を生かすためでした。サタンと暗やみ勢

力に完全に勝って人を生かす明らかな理由があったためです。聖書の人
物であるタマル創 38:12 ～ 17、ラハブヨシ 2:1 ～ 21、ダビデもやはり、神様の
前で明らかな理由を持って、人を生かす祝福を味わいました。神様は人
を生かすことを願う彼らの人生を通して重要な働きを成し遂げられまし
た。

2. サタンを踏み砕く策略
サタンはお互いを倒すようにする戦略を使いますが、聖書の Remnant

７人ヨセフ、モーセ、サムエル、ダビデ、エリシャ、イザヤ、パウロは、サタンを踏み砕きました。
サタンはダニエルと三人の青年をバビロンの捕虜としましたが、彼らは
霊的戦争に完全に勝利しました。初代教会もやはり、迫害といのちの危
機の前に降参することを願ったサタンの戦略に、殉教で対抗して、サタ
ンを踏み砕きました。

サタンは神の子どもを最後までだまします。普段のとき、定刻で深い
祈り時間を通して、私の心と思いを神様に完全に集中するとき、サタン
は完全に踏み砕かれます。そして、すべてのことの中で、神様がともに
おられることを味わう 24 時祈りの中に入れば、誰もできない 25 時神様
の働きが必ず起きます。

契約の祈り
神様に集中することによって、サタンが完全に踏み砕かれて縛られる

証拠を毎日味わいますように。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 _ 創 2:7

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム18 章

387 番 われ主に従う主の強者（新 349 番）
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Q.
戦わないで勝つ方法

「あなたがたの従順は
すべての人に知られているので、
私はあなたがたのことを喜んでいます。
しかし、私は、あなたがたが善にはさとく、
悪にはうとくあってほしい、と望んでいます。」
ロマ 16:19

サタンは 24 時私たちを倒すために
今でも働いています。
しかし、キリストは、すでにサタンに勝っています。

サタンは私が持つ福音が価値がないように見せて、
福音を持つ私が価値がないように見せます。
しかし、サタンの戦略を分かるなら
もう、やられる理由がありません。

サタンとの戦いを避ける理由もまったくありません。
私の戦いは絶対に負けることはありえない
すでに勝った戦いだからです。



創 45:1 ～ 15　今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。
神はいのちを救うために、あなたがたより先に、私を遣わしてくださったのです。(5)

契約の夢は必ず成就します

夢は必ず成就します。したがって、神様がくださった契約の夢を見な
ければなりません。神様のみこころを成就する重要な鍵は「どんな契約
を握ったのか」です。ほとんどの人が、神様のみことばと自分の現実は
合わないと考えて、ない事実を信じて、ある事実は信じず、契約を間違っ
て握ります。しかし、ヨセフはすべての現場で神様のみことばと一致す
る部分を成就する永遠の契約として握りました。私が握る契約の内容は
何でしょうか。

1. 永遠の私
ヨセフは幼い時から聞いていた女の子孫創 3:15、箱舟 6:14 の契約と神様

が先祖に与えられた約束 12:1 ～ 3 を握って夢を見ました。神様は契約をそ
のまま成就されました。私もやはり、必ず成就する永遠の神様の契約の
中にいます。したがって、今日起きるすべてのことは、神様の契約を成
し遂げる過程です。

2. 永遠の私のこと、私の現場
永遠の救いの祝福が福音によって成就しました。ここから永遠の私の

ことが出てきます。神様の契約の中で福音が成就する伝道、宣教の旅程
を歩くようになって、問題にも揺れずに証人になる祝福を味わうように
なります。契約を成し遂げる過程の中で、苦難も永遠の現場になって、
多くの人を生かす祝福につながります。

神様は、救われた私の責任を完全に持ってくださっています。それだ
けではなく、神様の計画ですべてのことを動かしておられます。神様が
ともにおられることを味わう祈りの中に、これを現場に持って行く 24
の中に、神様の力を味わう 25 の中に入らなければなりません。

契約の祈り
神様がくださった永遠の福音の中で、私、私のこと、私の現場を見つ

けて味わう伝道者の生活になりますように。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 2:7

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム19 章

455 番 主にすがるわれに（新 370 番）

インマヌエル教会聖日1部 | 2020.3.1
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Q.
神の国がレムナントのうえに

作詞：柳光洙／作曲 : クォン・ジョンミン

世に残されたもの
危機でも残れるもの
未来に残るもの
時代の主人公
とわに伝道者

私にとらわれず
今日にとらわれない私を
未来にとらわれない私を見るように

伝道者を通してくださった信仰の告白であり賛美です。

ヨセフが行く所すべての所に
永遠の福音の祝福から出る神の国の祝福が臨みました。

永遠の中に隠された福音と伝道の奥義を持ったので
神様が造られた私を本当に知って
神様が願われることに用いられるようにと
切に祈ります。


