
出 14:1 ～ 14　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。

福音伝道作品

神様は、すべての祝福を福音と伝道の人生作品に残す者へと引っ張っ
て行かれます。聖書の Remnant たちは、そうするしかない理由を知っ
てⅠサム 17:29、神様がくださった確実な CVDIPCovenant、Vision、Dream、Image、

Practice がありました。また、彼らはどのような奥義を味わって、いつ用
いられたでしょうか。

1.WITH
聖書の Remnant たちは、日常で「ともに」の祝福を味わいました。競

争しないで勝利する奥義がここにあります。契約とともに、ビジョンととも
に、夢とともに、みことばとともに、そして現場とともにでした。そこで、
いつも「主は私とともにおられた」と告白しました。強大国の捕虜でしたが、
最後まで神様を信じました。初代教会の信徒も同じでした。

2. 危機
時代の危機ごとに、神様は Remnant を送られました。わざわいが迫っ

てきたところに、地獄の背景、サタン、わざわいという 3 つののろいを
解決するキリストを送られました。このとき、誰もできないいやしが起
こりました。誰も与えられない答えを与え、夢を伝えました。ついに、
天からの権威を持ってすべてを生かす契約ガラ 3:28 の成就を体験しまし
た。

聖書の Remnant たちが持った祝福が私にもあります。常に祈ればよ
いのですエペ 6:18。聖霊の満たしと 5 つの力霊力、知力、体力、経済力、人材力を求め、
Remnant と 1 千万弟子が起こり、全世界を生かす RUTC と教会が立て
られるように祈るなら、神様は必ず成就されるでしょう。

契約の祈り
神様がくださった CVDIP の中で、危機の時代を生かす成就の主役にな

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 _ ロマ 3:23

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム11 章

502 番 山ゆくも海ゆくも（新 445 番）
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2020 JULY 20 / 祈りの手帳

Q.
今、福音と伝道はどこにありますか。

いくら立派な人でも、サタンのコントロールを受けます。
いくら素晴らしくても、
ヨハネの福音書 8 章 44 節に所属しています。
ダビデはこれを知りました。
すべての強大国が
サタンの手伝いをしているということを知っていました。
それゆえ、福音が必要なのです。
神様はこれを知っていると人にすべてをまかされました。

そこで、確実な夢を握りました。Dream

問題があるとき、最も大きい夢を見ることに使いなさい。
ここに人生作品を作りなさい。
神様がくださったビジョンを持って作りなさい。Vision

確実に作りなさい。
私たちは弱いですが、恐れずに最高の契約を夢見なさい。
意味なく来たのではありません。
契約について行きなさい。Covenant

この夢を常にみことばと祈りによって
成し遂げていきなさい。Image

そして実践しなさい。Practice

今日からメッセージを聞いて、
小さなこと一つでも実践すればよいのです。



創 1:27 ～ 28　神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地
を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。」 (28)

いやしとサミット

神様の結論を知っている人は、異なります。この結論を知る人は、時
代を動かすことができます。福音の流れと時代に向けた神様のビジョン
を知る者は異なります。みことばと祈りの流れに乗っていると、必ず神
様の作品を残すようになります。世の中と異なる結果を残すようになる
のです。何がそのようにするのでしょうか。

1. 正しい体験
ヨセフはポティファルの家で、世の中が与えることができないすばら

しい体験をしました。ヨセフは自分が神様の絶対計画によって、エジプ
トの奴隷になった事実を知りました。ナジル人として生まれたサムエル
は、契約の横で神様の御声を聞く正しい体験をしました。霊の二つの分
け前を求めたエリシャは、ドタンの町運動を体験して、この流れが初代
教会を経て、今の私につながりました。

2. 傷を乗り越えるより大きな答えとサミット
Remnant が教会、学校、世の中に出て受ける傷は様々です。傷つけ

られた人が受ける傷が、また他の人を傷つける悪循環の中で、答えを持っ
た Remnant は、福音の答えで作品を作って伝えることができます。そ
のため、私にくださった福音が作品になるときまで、待ちながら祈るこ
とが重要です。このとき、Remnant の身分は霊的サミットの作品として、
権威は世の中のサミットの作品として現れて、すべてのことをいやすサ
ミットになることができます。

神様が私とともにおられる24時の答えに従って、霊的サミットになり、
作品を残しながら次の世代までこのすべてを刻印させて伝えなければな
りません。神様は死んでゆく世の中に、答えを与える重要なお使いのた
めに私を召されました。

契約の祈り
私にくださった福音が作品になり、世の中をいやすサミットとして立

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 _ ロマ 3:23

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム12 章

367 番 主イエスよ十字架を ( 新 341 番 )

牧会者子ども修練会 1 講 | 2018.8.6
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2020 JULY 21/ 祈りの手帳

Q.
傷

傷を克服すると、タコができます。
重量挙げ選手の手にも、体操選手の手にも、
繰り返す運動によるタコがあります。

特に、アーチェリー選手たちは、
弓を引っ張って放す訓練を繰り返します。
そのため、握手が負担なくらい、硬いタコを持っています。
無数の数の水膨れができて破られることを繰り返すと、
なかったタコができることを
ある女性選手はこのように話します。

「女だから、綺麗で、傷のない手を持ちたいです。
でも、このタコが射撃を上手にさせてくれて
一ポイントでもうまく狙うための過程ならば、
栄光の傷ではないでしょうか。」

ヨセフには家庭の状況と兄たちが、
サムエルには教会の状況が、
傷ではなく、タコになりました。
サタンのどんな攻撃も止められる道具になりました。

今日、私に与えられたいろいろな問題も
傷ではなく、神様の契約を握って、
その契約が成就される金メダルを首にかける
栄光の傷になることができます。



2020 JULY 22 / 祈りの手帳

Q.
CVDIP?

Covenant 
神様は必ず、契約に従って働かれます。

Vision
この時代を見ると、必ずビジョンが見えて、 
作品を残す答えが始まります。

Dream
確実でリアルな夢を発見することです。
ゆっくり発見しても
確実な契約の夢を持つべきです。 

Image
神様のみことばと祈りは、必ず成就されます。
これを味わうのです。 

Practice
実際に、目に見える作品を作って
残すのです。

使 20:24　けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神
の恵みの福音をあかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも
惜しいとは思いません。

ミッション

答えを受けると、すべては作品になります。神様がくださる答えによっ
て、すべての祝福が現れると、その人生は作品になります。今まで聞い
て握ったメッセージが作品になると、その作品で現場に神様が願ってお
られる答えを与えることができます。どのように答えを作品にして、伝
えることができるのでしょうか。

1. 以前にあったミッション
ミッションを正しく遂行するために、以前のミッションを先に知るべ

きです。７回のわざわいを受けたイスラエルの滅亡は、当然の結果でし
た。これを止めて強大国を変化させた人々は、福音によって回復した聖
書の 7 人の Remnant でした。奴隷として行ったヨセフも、戦場に走っ
て行った少年ダビデも、ともにおられる神様がくださる証拠で、時代の
わざわいを解決するミッションを果たしました。

2. 私たちのミッション
問題に答えを与えるミッションを受けました。苦しみを受けた人に答

えを与えて、病んでいる現場を福音でいやすのです。道を知らずにさま
よう人に、福音で道を教えて、いやして、未来を生かす道を開くことが
できます。このミッションが伝道と宣教に変わる答えを受けて、世界宣
教にオールインするのです。

神様が願っておられるみこころに従って、世の中を変化させなければ
なりません。考えと心を変える常時祈りと霊的状態を変えて準備する定
刻祈りを通して、この答えを受けることができます。このとき、神様が
くださる 24 時、25 時、永遠の答えが始まり、文化を変えるようになり
ます。 

契約の祈り
わざわいを受けたすべての国に福音が回復されて、霊的いやしと回復

が始まりますように。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 3:23

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム13 章

255 番 シオンよ急ぎ伝えよ ( 新 501 番 )

牧会者子ども修練会 2 講 | 2018.8.7
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2020 JULY 23 / 祈りの手帳

Q.
刑務所で見つけた絶対自由

「あなたは、最高の学部で教育を受けて、立派な家系の娘とし
て教師にも務めたでしょう。教養と常識が豊富な素晴らしい女
性が刑務所に入って刑務所の法を守らないのですか」
「そうではないです。実は、私は何の罪もないのに捕まりました。

正しいことを言ったといって罪になりますか。しかし、ひとま
ず刑務所に入ったので刑務所の法をよく守っています。一つも
破ったことはありません。」

すると、所長はその場で立ち上がって、背を正して、「私、刑
務所所長は、大日本帝国天皇陛下の名で命じる。私たちが勝利
を治めるために、全国民が一心になって仕事をしているが、人
手が足りない。刑務所の囚人も例外はない。そこで 57 番に日曜
日にも働くことを命令する。」と机を手のひらで叩いてから私を
にらみつけました。そのとき、私はパッと立ち上がり、所長の
そばに行き、所長よりも大きく叫びました。
「私、アン・イスクは、天地と万物を造られ、おさめられ、成

し遂げられ、生きておられる神様が、六日間働いて七日目は休
むように言われたので、主なる神様のしもべである私は、聖日
には働けません。」

所長はあきれたようにしばらく考えた後に、「私はいつも信仰
ということについて聞いたのだが、今日、私はその信仰という
ものは何か、確実に見た。」と言うのです。

その言葉を聞くと、胸がじいんとして涙が出そうになりました。
所長が遠くに座っていた看守長のおばあさんを呼びました。看
守長が走ってきて頭を下げると、謹厳に話します。
「ばばあ！ 57 番にああしろこうしろ言うな！なぜじっとして

いる人をいじめるのか！うん？」
その後からは、私は刑務所の中でも絶対の自由を持つようにな

りました。

── 「全世界私の世界（アン・イスクコラム）」の中で

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）

リーダーがすべき 24 - 逃したこと

世界を導いた Remnant たちは、契約を正しく握りました。リーダーは
人から学ぶのではなく、みことば、祈り、伝道の流れについて行くべきで
す。重要なときには、主を見上げなければなりません。神様のみことばが
24 時、脳とたましいに刻印されるとき、神様は力によって私とともにお
られます。このとき来る答えは何でしょうか。

1. 絶対課題と絶対答え
主に向かって契約を味わう絶対祈りの課題が作られますキリスト、神の国、た

だ聖霊の証人。これを 24 時味わうとき、神様が私と私たちとすべてのこと
にともにおられる絶対答えがきます WITH、Immanuel、Oneness。この答えは、
誰も奪うことができません。

2. 絶対時刻表
神様は絶対者です。したがって、世の人々には全く理解できない 25

時の答えがきます。誰も止めることができない、永遠の答えがきま
す。そして Remnant を誰も行けない所に導かれます Nobody。聖書の
Remnant7 人も世界を動かす王の前に立つ答えを受けました。これが
Remnant の未来です。

契約は変えることができなくて、福音は止めることができません。こ
の契約を正しく握った人が証人です。神様の契約の中にいるなら、どこ
にいてもかまいません。

契約の祈り
正しい契約を握って、24 時の奥義を味わえますように。イエス・キリ

ストの御名によってお祈りします。

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5 〜 6

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム14 章

470 番 しずけき河のきしべを（新 413 番）

2019 年世界 Remnant リーダー修練会 1 講 | 2019.7.24
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ロマ16:25～27　私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたっ
て長い間隠されていたが、今や現わされて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によっ
て、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あな
たがたを堅く立たせることができる方、 （25）

奪われたことを回復しなさい 

リーダーは奪われたことを回復させる者です。サタンに奪われた内面
と文化と経済を取り戻さなければなりません。聖書の 7 人の Remnant
は、大人が奪われたことを取り戻しました。幼くてもリーダーになるし
かありませんでした。どのように奪われたことを回復することができま
すか。

1. 回復して伝えること
キリスト、神の国、ただ聖霊が 21 の生活の基本になるように伝える

ことです。このミッションが 5 つの祈りになるように回復しなければな
りません。7つのタラントが24時になるように伝えなければなりません。
25 時と永遠の答えの中で流れを変える 9 つを伝えなければなりません。
世界 237 か国を生かす 20 の伝道戦略を伝えなければなりません。

2. 理由と目的
多民族を弟子として立てて、放置された Remnant と崩れた者、病ん

でいる者を神様のみことばによって生かさなければなりません。そして、
彼らがまことの契約と祈り、伝道と宣教の旅程を行くように助けてあげ
ることが必要です。

一日に 3 つの作品を残す 1 日 3 作には、福音の力と福音の奥義が隠さ
れています。今日と未来の答えを味わうことです。この答えを受けると、
世の中を導くようになります。

契約の祈り
奪われたことを回復する 1 日 3 作の奥義を毎日味わえますように。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 3:5 〜 6

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム15 章

446 番 いわなるイエス（新 391 番）

2019 年世界 Remnant リーダー修練会 2 講 | 2019.7.24
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2020 JULY 24 / 祈りの手帳

Q.
１日３作の奥義

一日に３つの作品を作ることです。

朝には、深く黙想したことや
「祈りの手帳」を見て感動を受けたメッセージがあります。
それを簡単に伝えます。

昼に、もう一つ送ります。
「神様が今日私に働かれたこと」、
「とても感謝したこと」、「いのち運動」があります。
それを疎通するのです。

夜には、重要な事件一つを持って
メッセージの流れに合わせて伝えます。

そうすると、相手は必ず変わります。



イザ 6:13　こにはなお、十分の一が残るが、それもまた、焼き払われる。テレビンの
木や樫の木が切り倒されるときのように。しかし、その中に切り株がある。聖なるすえ
こそ、その切り株。

始めること

Remnant は時代の主役です。神様は Remnant のための確実な人生設
計図を準備されました。聖書の 7 人の Remnant は、その時代のわざわ
いを止めました。この奥義を次世代に知らせるために、3 つの時代を開
かなければなりません。この働きために Remnant はどんな絵を持つべ
きでしょうか。

1.Remnant 時代を開きなさい！
Remnant 時代は根運動です。いくら枝を切っても、根があれば生か

されます。また、切り株運動であり、新芽運動です。福音を回復し残りの者、
力を回復し残る者、文化を回復し残れる者、次世代を回復残す者することです。

2.RURemnant University の時代と RUTC 時代を開きなさい！
パウロは、聖霊の導きを受けて訪れた現場ごとに会堂運動を起こしま

した。RU 時代の理由も同じです。米国と欧州と韓国福音化の唯一の道
は Remnant です。Remnant が起きて時代をいやし、サミットに立た
なければなりません。さらに教会と次世代と経済を生かす重職者として
立たなければなりません。その準備をするのが RUTC 時代です。

リーダーは、霊的力が必要です。この力を持って一日に１回、週に１
回は深い祈りの時間を持ち始めるべきです。これより重要なのは、24
時祈りの時間です。霊的サミットに立つ時間です。そうすると、世界を
変える証人になります。

契約の祈り
神様がくださる霊的な力をもって、時代のわざわいを止め、時代を生

かす主役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。

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5 〜 6

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム16 章

493 番 主イエスわれに命たまい（新 436 番）

2019 年世界 Remnant リーダー修練会 3 講 | 2019.7.25

25
J U L Y・土

2020 JULY 25 / 祈りの手帳

Q.
霊的な力

霊的な力は、説明することができません。
霊的な力は、どこかに行って学ぶこともできません。
霊的な力は、誰かが教えてもくれません。
そこで、あなたが神様から直接学ぶのです。
それが祈りです。
あなたに限りない神様の力が現れ始めれば、
あなたも分からないほど変わります。
あなたがこの力を持っていれば
学業、学閥はそれほど重要ではないということを悟ります。

もちろん、あなたが勉強をたくさんして
素晴らしいスペックを持っていれば、とても役に立ちます。

しかし、世の中を生かす力がなければ
私が学んだことをもって世の中に影響を与えることはできず、
世の中について行ってしまいます。

私たちが勉強する理由は、
世の中について行くためではありません。
勉強する理由は、
世界を引っ張っていくためです。
それが霊的力です。

神様はこの力をあなたに与えると約束してくださいました。


