
創 47:1 ～ 10　ヤコブはパロに答えた。「私のたどった年月は百三十年です。私の齢の
年月はわずかで、ふしあわせで、私の先祖のたどった齢の年月には及びません。」ヤコブ
はパロにあいさつして、パロの前を立ち去った。(9 ～ 10)

出 2:1 ～ 10　さて、レビの家のひとりの人がレビ人の娘をめとった。(1)

主の宮がエジプトに 私たちが受けた答え

契約がある者は、その契約が成し遂げられる時まで決して失敗できま
せん。ヨセフは総理になってパロ王に答えを与え、エジプトに来たヤコ
ブはパロ王を祝福しました。このように、神様はヤコブとヨセフの人生
に完ぺきな準備をされていました。私は永遠の神様の契約を握ってこの
地に何を残さなければならないのでしょうか。

1. ヤコブとヨセフが持っていた契約
ヤコブがエサウを避けて逃亡したとき、神様にベテルの祝福を受け、

ヤボクの渡しの前で御使いと格闘して勝つ恵みを受けました。彼はヨセ
フに招かれてエジプトに行った日、犠牲のいけにえをささげ、エジプト
でパロ王を祝福しました。しかし、神殿の祝福をのがしました。福音を
持って世界を動かす総理になったヨセフも、契約を残す神殿の祝福と福
音文化をのがしてしまいました。

2. 強大国と世の中
神殿の祝福をのがしてしまったその時間に、エジプトはものすごい王

宮と世界を動かす博物館、全世界のたましいを奪っていく神殿を作りま
した。今でも同じです。サタンは強大国を通じて全世界を掌握しようと
しています。今すぐ神様が願われることを見て、契約を握った祈りを始
めなければなりません。

神様は 24 時、237 か国を生かして、いやして、Remnant をサミッ
トにする神殿を願っておられます。そして、次世代が見ることができる
伝道資料が入っている歴史的教会と伝道者の足跡を入れた博物館も必要
です。今日、神様が願われることを契約として握って準備を始めましょ
う。

契約の民が福音をのがして奴隷になりました。しかし、その中には神
様の絶対契約が入っていました。「キリストですべてが終わった」とい
う契約ではじめる者に、神様はすべての霊的祝福と力を動員してくださ
います。この祝福を受けたモーセを見て、受けた答えを確認しなければ
なりません。それはいったい何でしょうか。

1. キリストが完了しました
「キリストですべてが終わった」という約束のみことばを握って、神様
の絶対契約を見つけ出さなければなりません。モーセは神様の前に血の
いけにえをささげるレビ人の子孫でした。ここで血のいけにえは、すべ
てを完了されたキリストを意味します。のろいの中にいるなら、いつも
震えて心配しなければならないのですが、キリストで完全に終わったの
で、私もこの契約だけを握れば良いのです。

2. 契約を次世代に、現場に
これからは、必ず成り立つ契約を次世代に伝えて、現場で成就するよ

うに握らなければなりません。ヨケベデがモーセに伝えた福音の内容は、
モーセが聖書を記録するほどはっきりと伝えられ、モーセがイスラエル
の民を解放させる指導者としての契約を握る基礎になりました。神様の
契約は、必ずなされるので、神様の契約を伝えて、握らなければなりま
せん。

すでにすべての問題が終わったキリストの契約を持ちました。時代を
見て契約を伝達して現場を生かす契約を握る祝福を受けました。この祝
福は、神様の絶対契約を握って決断することから始まります。神様は神
様の契約を必ず守ってくださいます。

契約の祈り
私と次世代、教会が生かされる契約を握る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

契約の祈り
キリストですべてが終わった契約によって現場を生かして、次世代に

伝える働きに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 _ 創 2:7

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム20 章

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 2:7

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム21 章

245 番 栄えに満ちたる（新 210 番）

182 番 十字架の血によりて（新 250 番）

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2020.3.8 インマヌエル教会聖日1部 | 2020.3.8

06
J U L Y・月

07
J U L Y・火

Q.
私の人生の履歴書

私の人生の履歴書に自慢して
書くことはありません。

書くことがあるとすれば
すべて神様が恵みで
させてくださったことです。

それゆえ神様に
お返ししたいのです。

私にキリストの奥義を
贈り物としてくださったので

神様が最も願っておられる
福音を回復することに
237 か国を生かすことに、
全世界をいやして、
Remnant を
サミットにする働きに
私の人生の履歴書を
ささげます。

Q.
私たちが受けた答え

キリストが
すべてを解決されたという
絶対契約の隊列に入りました。
私たちは奥義宣教師です。

キリストの奥義を現場に伝える
伝道の隊列に入ってきました。
私たちは現場宣教師です。

キリストの福音によって
すべてを生かして、
次世代に伝える
光の隊列に入ってきました。
私たちは記念碑的宣教師です。



出 3:1 ～ 20　しかし、エジプトの王は強いられなければ、あなたがたを行かせないの
を、わたしはよく知っている。わたしはこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行なうあ
らゆる不思議で、エジプトを打とう。こうしたあとで、彼はあなたがたを去らせよう。(19
～ 20)

私たちが受ける答え

イスラエル民族は、事実はサタンの奴隷になったエジプトの奴隷でし
た。しかし、神様はモーセをはじめから出エジプトの契約の中に呼ばれ
ました。私もやはりモーセが受けたその答えの流れの中にいる人々のひ
とりです。ですから、神様が与えられるただ、唯一性、再創造の契約を
握らなければなりません。このとき受ける答えは何でしょうか。

1. 霊的答え
「ある」と言われた主なる神様がともにおられる霊的答えを先に受けな
ければなりません。霊的答えを受けることができなければ、エジプトと
パロ王とサタンの手から抜け出すことができません。この答えを受ける
ために、過越の血のいけにえの理由を発見しなければなりません。この
とき、神様の強い御手によるみわざが現れるのを見るようになります。

2. 新しい答えと時刻表
神様は契約を握った者に、必ず新しいみことばと、他の人と時代に伝

える新しい答えをくださいます。また、新しい力をくださり、神様の絶
対計画を成し遂げるお手伝いをさせてくださいます。このとき、いまま
で過ごした時間は答えの土台になって、今日は神様の働きを成し遂げる
使命の道になるでしょう。

いまは神様がくださる霊的力を受けて、受けた答えと受ける答えを味
わえば良いのです。このとき、神様が私とともにおられる事実を知る霊
的アイデンティティを回復することがとても重要です。今日がモーセの
ようにホレブ山の深い祈りと深いいやしを体験して深い力を回復する時
刻表です。

契約の祈り
霊的答えを見る新しい目を開いてくださり、新しい力を与えてくださ

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 2:7

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム22 章

358 番 あさ日のぼりて（新 552 番）

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2020.3.8

08
J U L Y・水

2020 JULY 08 / 祈りの手帳

Q.
霊的答えから受ける理由

他の答えをいくらたくさん受けてもその答えとその力では
絶対に運命を変えることはできません。
サタンの権威に勝つことはできません。

神様のかたちとして創造された人間が
神様に会えないまま受けた答えは
結局、バベルの塔になります。

一生を走ってきたのにソロモンのように
「すべては空。日の下には新しいものは一つもない。」という
告白をすることになるなら、どれくらい空しいでしょうか。

私は神様の前に立つ前に
どんな告白を残すようになるでしょうか。

あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。
わざわいの日が来ないうちに、
また「何の喜びもない」と言う年月が近づく前に。伝12:1



使 1:3 ～ 8　イエスは言われた。「いつとか、どんなときとかいうことは、あなたがた
は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威をもってお定めになっています。
しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。」
(7 ～ 8)

伝道者の旅程

福音がなければ必ず霊的問題がくるようになります。霊的問題は一気
に世界化になり、わざわいが臨みます。これが霊的科学です。福音をの
がしたイスラエルは、ローマに属国になる最大のわざわいに会いました。
このとき、初代教会の産業人はどんな道を歩んでいったのでしょうか。

1. キリスト使 1:1

聖書の産業人は伝道者の旅程を歩みました。イエス様がその道をオリー
ブ山で知らせてくださいました。わざわいが解決されるたびに、福音が
回復しました。そのときごとに、福音を持った Remnant が起きました。
少数だったのですが、世界を変化させました。彼らを育てた人が産業人
でした。

2. 神の国、霊的サミット使 1:3、8

神様はモーセをホレブ山へ、エリヤをカルメル山へ、弟子をオリーブ
山へ呼んで、神の国を成し遂げる運動を説明してくださいました。そし
て、霊的サミットとして立てることを約束してくださいました。したがっ
て、産業人は霊的サミットタイムを持って、霊的サミットの姿勢を整え
て、霊的サミットの器を準備していれば良いのです。

霊的世界を知る伝道者は、常に使 1 章 1、3、8 節を握って伝道者
の生活 62 を味わう定刻祈りをします。その中でいつも味わう WITH、
Immanuel、Oneness の答えを味わうようになって、24 時神の国が成り
立ちます。25 時すると、どこでも勝利できます。

契約の祈り
毎日キリスト、神の国、ただ聖霊の契約の中で伝道者の旅程を歩みま

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 _ ヨハ 8:44

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム23 章

359 番 主がともにませば（新 325 番）

産業宣教メッセージ | 2020.3.14

09
J U L Y・木

2020 JULY 09 / 祈りの手帳

Q.
神様のサイン sign

イスラエルが最大のわざわいに会いました。
ローマに属国になりました。
次世代が全世界にさまようことになりました。
神様はなぜ彼らにわざわいと
散らされることを許されたのでしょうか。
神様はイスラエルにだけ福音を与えられたからです。
その福音を伝えなければなりません。

わざわいは神様の大きいサインです。



使 18:4　パウロは安息日ごとに会堂で論じ、ユダヤ人とギリシヤ人を承服させようと
した。

聖書で知っていく 
会堂運動と RUTC

Remnant は一生のことを整理して始めなければなりません。福音と
関係するみことばと祈り、伝道が整理されなければなりません。サミッ
トタイムを通じてこれを味わいながら、サミット姿勢を整えてサミット
器を準備しなければなりません。そして、一生証人として生きていく内
容を握らなければなりません。伝道者の生活 62、24 時、25 時このとき、神様が
Remnant を通してなさることは何でしょうか。

1.Remnant 運動イザ 6:13

Remnant は、すべての時代に福音を持って現場にいる人のことを言
います。その根は福音です。切り株残りの者として、新しい芽残る者に、木残

れる者になって、森を残す者を成し遂げることになります。この Remnant
の集いが RUTC 運動として起きて実現されるでしょう。

2. 会堂運動使 17:1 ～ 9、18:4、19:8 ～ 10

Remnant 運動を最もよく理解した人がパウロです。パウロは伝道運
動の求心点を会堂として、各地域の会堂に入っていきました。テサロニケ、

コリント、ツラノ会堂で弟子を見つけて、地域を生かす教会運動を始めました。

パウロの会堂運動は、ローマ福音化運動につながりました。時代ごと
にすべての Remnant は王の前に立ちました。世界を福音化しました。
これが Remnant が一生行くべき道です。

契約の祈り
今、私の一生のことを整理して味わいながら、一生証人の生活を送り

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 _ ヨハ 8:44

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム24 章

457 番 わがきみイエスよ（新 401 番）

核心訓練メッセージ | 2020.3.14

10
J U L Y・金

2020 JULY 10 / 祈りの手帳

Q.
世界福音化するRemnant が
必ず記憶しなければならないこと

すべての答えは人を通してきます。
人ゆえに、慌てたり心配したり揺れてはいけません。
聖書のRemnant7 人はすべての人を受け入れました。

多くの人が仕事をするとき、
正しいか正しくないかを問い詰めます。
Remnant は人と仕事を生かさなければなりません。
ヨセフはポティファルの家を生かしました。
濡れ衣を着せられて監獄に入りましたが、
監獄に行って人を生かしました。
総理になってエジプトを生かしました。

神様は事件を通して答えをくださいます。
慌てたり、不信仰になったりしてはいけません。
すべての事件を通じて神様の重要な計画が成り立ちます。



出 12:21 ～ 30　あなたがたはこう答えなさい。『それは主への過越のいけにえだ。主
がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たち
の家々を救ってくださったのだ。』」すると民はひざまずいて、礼拝した。 (27)

奴隷から解放される日

聖書に記録された答えは、今も私の現場にその通りに成就されます。
出エジプトと過越祭の契約も同じです。全世界がサタンの奴隷になって、
三団体ニューエイジ、フリーメイソン、ユダヤ人組織と成功者、強大国の支配を受ける霊
的状況を、私にくださった福音と福音の力で十分に変えることができま
す。この祝福をどのように味わうでしょうか。

1. エジプトの偶像が崩れて解放される日
門柱に子羊の血を塗った家は、わざわいに勝つことができました。女

の子孫創 3:15、箱舟創 6:14、新しい出発創 12:1 ～ 3 の契約が成就されたのです。
過越祭の契約を握ったイスラエルの民のように、十字架と血の契約を握
ると、わざわいと暗やみが崩れます。このとき、霊的なことから出発して、
生活と肉体が解放される働きが起きます。

2. 三つの祭りが答えになる日
過越祭の子羊の血を塗った家は、わざわいが過ぎ越しました。サタン、

死、地獄の勢力が、救われた神の子どもを倒すことができないためです。
これが霊的解放の日である過越祭、霊的背景と奥義が現れる五旬節、そ
して、答えがあふれる仮庵祭までにつながる三つの祭りの祝福です。こ
の契約を握ると、正確な時刻表に答えが与えられ、問題も答えに変わり
ます。

この時代の私、物質、成功中心から逃れて、神様のみこころと絶対計
画を質問するとき、答えが見え始めます。ただキリスト、神の国、聖霊、
ただみことば中心で、全世界の 237 か国と次世代を生かすのです。

契約の祈り
正しい契約を握って、世的、肉体的、成功的なことを超えた契約の人

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 _ ヨハ 8:44

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム25 章

199 番 主イエス十字架を負い ( 新 265 番 )

インマヌエル教会 聖日1部 | 2020.3.15

11
J U L Y・土

2020 JULY 11 / 祈りの手帳

Q.
私は血の契約で十分なのか

血は、「いのち」を意味します。
一般の大人に 5リットルの血がありますが、
その中の 30％の血を流すと、出血多量になり、
2リットルほどの血を流すと、死に至ります。
そのため、血を流しすぎないようにすることは
とても重要です。

神様はこのように、重要な血の契約を人間にくださいました。
この契約は神様のいのちにつながります。
このいのちが御子なるイエス・キリストの中にあり、
そのため、聖書は御子を持つ者はいのちを持っていると
語っています。Ⅰヨハ 5:12

この契約の中に入る瞬間、
人生のすべての根本問題は終わります。
これがただイエス、ただキリストの契約です。

歴史と教会史を通して
ただイエス、ただキリストの血の契約で
十分であり、完全であることを確認できます。
私は完全な確信を平安の中で回復しましたか。


