
使 27:24　こう言いました。『恐れてはいけません。パウロ。あなたは必ずカイザルの
前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々をみな、あなたにお与えになっ
たのです。』

CVDIP 契約の旅程 24 時

聖書の 7 人の Remnant は、CVDIP24 時をもって世界の枠を変えま
した。Covenant は契約です。使 1:1、3、8Vision は、契約の中で見えるこ
とです。1:14Dream は契約が 24 時になることです。Image は、25 時
と永遠の答えです。 Practice は、全世界 237 か国を生かす作品です。
CVDIP の 24 時は、神様が世々に渡って長い間隠されていたことを見つ
け出すことです。聖書の Remnant 7 人が持っていた CVDIP の信仰と
味わいと結果は何でしょうか。

1.24 時 CVDIP の信仰と味わい
聖書の 7人の Remnant どんな場合でも、三位一体の神様が私とともに

WITH、インマヌエルで私たちとともに Immanuel、すべてのことを働かせて答
えを与えられるという Oneness 信仰を持っていました。それゆえ、彼らは契
約に集中して、あらかじめ答えを受けました。問題と危機、死が来たとき
にも答えを味わい、みことばと祈りと伝道の流れについて行きました。そ
の結果、毎日を作品に作ることができました。

2.24 時 CVDIP の結果
契約の旅程の結果は必ずきます。ヨセフとモーセがある日、パロ王の

前に立ちました。ある日、サムエルが指導者に、ダビデがゴリヤテの前に、
パウロがカイザルの前に立ちました。Remnant が 24 時 CVDIP を味わ
うと、世の中を生かすことができます。

Remnant は世の中と未信者を生かす証人です。契約の旅程 24 時の中
で、未信者を生かす最高に挑戦して、すべての考えと見ることを祈りに
変えるとき、御座の力が現れます。

契約の祈り
CVDIP24 時をもって世界の枠を変えますように。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17 章

277 番 闇に住む人々見よ（新 499 番）
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2020 JULY 27 / 祈りの手帳

Q.
世の中の枠を変えなさい！

全世界の 90％以上の人が苦しいと言います。
その中の半分ほどは、あきらめて生きています。
10％の成功したエリートもいます。
そのエリートは霊的な苦しみを受けています。
その結果、世界で一番多い病気はうつ病です。
うつ病患者に最も多く起きる事件は自殺です。
うつ病患者が２番目に作り出す事件は他殺です。

誰も答えを与えることができないからです。
誰もそこに行くことができないからです。
誰もその働きを果たすことができません。
誰もいやすことはできません。

それゆえ、神様が小さい皆さんを呼ばれたのです。
福音で武装して勉強しなければならない理由です。
神様だけが答えを与えることができます。
神様だけがそこに行くことができます。
神様だけがその働きを担うことができます。
神様だけがいやすことができます。

神様が造って望まれる私を必ず見つけなければなりません。
神様が私に備えてくださったことを見つけなければなりません。
神様が備えられた私の現場を見つけなければなりません。
必ず必要であるために、神様は与えられるでしょう。



使 1:3　イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに現われて、神の国のことを語り、
数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。

CVDIP 契約の旅程 25 時

ただ契約によって世の中の枠を変えることができます。契約が 24 時
になるとき、勝利できます。契約が 25 時味わえるとき、世の中を導くリー
ダーになります。この時から契約の旅程はどうなるでしょう。

1. 神様のことが私のことになります
契約によって使 1:1、3、8 絶対不可能を変えることができます。神様がく

ださったビジョンを握るようになります。このビジョンは、絶対可能な
ことです。その中で発見した神様の絶対計画が私の夢になります。さら
に、神様の絶対力がみことばと祈りの答え実現される中で、神様の絶対目標は作
品になります。

2. 神様の時刻表と Remnant の現住所
神様が行なわれた 25 時の奥義は、Remnant を通して伝えられます。

25 時の中に入るとき、力や背景とは関係なく神様の働きが始まります。
Remnant の現住所は、神様の 25 時の中にあります。パウロは、自分
の現住所は監獄ではなく、強くしてくださる方の中であると言いまし
た。この中で Remnant が実践時刻表を立てるとき、誰もできない答え
Nobody がきます。この中で、学業をするとき、勝利は保証されています。

Remnantは契約の主役です。契約の旅程の中で起こる迫害は祝福です。
この事実を知って味わうなら、与えられたすべての状況を絶対作品に作
ることができます。未信者が福音をあざ笑うことができないように、主
の栄光を放つようになります。

契約の祈り
契約の旅程25時の中で世界を導くリーダーになりますように。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 3:5 〜 6

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム18 章

360 番 したいまつる主（新 324 番）
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2020 JULY 28/ 祈りの手帳

Q.
実践時刻表を立てなさい

Remnantの 24 時は、神様の 25 時につながります。

Remnantは神様の 25 時を
自分のことにする実践時刻表を立てなければなりません。

「祈りの手帳」を活用すればよいです。
ここに、今日私が実践する内容を記録します。
今日のスケジュールを記録します。
３つの今日今日のみことば、祈り、伝道を記録します。
伝道日誌を記録します。
今日行った場所も記録してみて、私の経済も残します。



2020 JULY 29 / 祈りの手帳

Q.
祈りは何でしょうか

私の脳を生かすことです。
聖霊か、悪霊かです。
私の霊とたましいを生かすことです。
御座の力を引き寄せることです。
暗やみの権威を打ちこわすことです。
全世界を旅行することです。
天の軍勢を動員させることです。

祈りながらメッセージを聞くなら勝利するでしょう。
祈りながら子どもたちがすることを見ると、
多くの答えが見えます。
祈りなしにみると、「あれは何？なんであのようにする？
それはなぜやるの？」このようになるでしょう。
祈りながら新聞を見ると、多くの答えが見えます。

今私が祈っているならば、この場所が 24 時です。
外に出ると 25 時が見えるでしょう。
あなたの学業は再創造になるでしょう。永遠です。

使 1:8　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。

CVDIP 契約の旅程永遠

神様は私の一生のことと未来と世界福音化を備えられました。神様が
備えられたこの答えは永遠です。聖書の Remnant7 人が受けた答えは、
今も起きています。それなら、神様は誰に世界を任せられたでしょうか。

1. 永遠のことを持った者
この世の中の問題とサタンとわざわいは誰も止めることができません。

それゆえ、私たちは永遠のキリスト、神の国、ただ聖霊を握って伝道者
の生活 62 の中に入らなければなりません。このとき、永遠の神様の時
刻表がきてロマ 16:25 〜 27、永遠の背景を味わうようになります。天国、神の国、

権威

2. 永遠のことを残す者と伝える者
聖書の 7 人の Remnant は、永遠のことを持って永遠のことを残しま

した。永遠の契約、ビジョン、夢、実現、作品です。CVDIP このように、
神様は、永遠の未来を次世代に伝える者に世界を任せました。

今から始めなければならないことがあります。実力を備えることです。
ただが出るほど All In しなければなりません。そうすると、唯一性の答
えと再創造の力がついてきます。祈りによって私を先に生かすとき、神
様がこのことのモデルに私を立てられるでしょう。

契約の祈り
神様がくださった永遠のことを握って、まことの幸せとまことの力を

味わいながら、世界福音化の主役として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 3:5 〜 6

 ▢ 聖書通読 _Ⅱサム19 章

273 番 北の果てなる（新 507 番）
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2020 JULY 30 / 祈りの手帳

Q.
私の実際祈り

率直に私の祈りについて話してみます。
私は昔は祈りが何か知りませんでした。
実は、祈る体質ではありませんでした。
できることは何もありませんでした。
断食祈りをするために行きました。
一日目はお腹が痛かったです。
二日目になると食べることで頭一杯でした。
三日目には、「明日は私もラーメンが食べられる」と
思っていました。
祈ることはできませんでした。

「祈りは、私の学業と未来のすべてを動かすことだ！」
ある日、これを知って定刻祈りを始めました。
一番私に良い時間に。
早天祈りを終えて、他の人がすべて帰った後に、
残って毎日しました。
そのうち、私に一つの答えがきました。
本当の 24 時ができるようになりました。
24 時をするしかない状況が続きました。
しかし、祈りの答えが一つもきませんでした。
この祈りを続ける中で、想像もできない答えがきました。
皆さんと一緒に、
世界福音化する座に立っているということです。

使 1:8　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。

24、25､ 永遠の実際モデル 
 - 祈り

ほとんどの人と Remnant は苦しいという考えを持っています。心には
傷を持っていて、これが脳に刻印、根を下ろしたましいが荒廃した状態に
あります。このような状態で環境に接するので、だましごとに陥って霊的
問題がきます。私の水準、基準、標準で判断するようになり、霊的に無気
力な生活を送ります。Remnant はこれをいやす祈りのモデルになるべき
です。どうすればよいでしょうか。

1. 最も重要なこと
答えではなく、霊的状態です。霊的力があれば、未信者と異なる生活

を送るようになります。もがきながら選ぶのではなく、選ばれるしかあ
りません。聖霊の導きを受け、聖霊の満たしの力を受けます。このとき、
祈りの前に背景を味わうべきです。祈る時間に三位一体の神様の働きと
御座の祝福、暗やみに勝つ権威が与えられます。

2. 実際祈りと永遠
実際祈りに入るためには、まず霊的奥義を確保しなければなりません。

定刻祈り真にすぐれたものを見分け、感謝し、強くしてくださる方の中に
留まるのです。その後、霊的答えについて確信がきます。常時祈り、24 時つ
いに、霊的位置を確保するようになります。25 時このとき、隠されたこと、
至急なこと、残ることが見え始めます。

Remnant は、1 日 3 作の証人として立つようになるでしょう。個人、学業、

現場実際的な祈りによってすべてを回復するときに、永遠の作品を残すよ
うになります。

契約の祈り
霊的奥義を味わう祈りのモデルになりますように。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 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 詩 14, 23, 
　　　　　　　   78 篇

495 番 恵みに満たされ（新 438 番）
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使 1:8　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。

24、25､ 永遠の実際モデル 
 - 実現

Remnant は契約実現のモデルです。神様がくださった契約は、世の
中の人々を救います。ビジョンは、世界福音化です。Remnant はこの
旅程を行かなければなりません。この中で、自分に最も合う答えを見つ
けなければなりません。はたして、どのように契約を実現するモデルに
なれるのでしょうか。

1.24 時 -  Dream、25 時と永遠
24 時定刻祈りによって、常時祈りによって、考えをもって神様がくだ

さった夢を見るのです。契約の中にある夢を見るとき、CVDIP の基準が
出て、旅程の方法が見えます。ただ、唯一性、再創造このとき、単純な今日では
なく、一生のことが見えます。その後、この祝福が私を超えて 25 時の
働きとして現れ、永遠の作品で実現され始めます。

2. 世界 237 か国の伝道
すべての学業と職業、産業を世界 237 か国の伝道に適用しなければな

りません。ヨセフは自分のすべてのことを、世界福音化に適用しました。
世界福音化の契約を握ったダビデは王になって神殿建築の準備をしまし
た。パウロは、会堂運動をローマ福音化に適用しました。

Remnant が生かす重要な 3 つがあります。霊的部分、心と思いと生活、
そして体です。そのために、神様への集中を始めなければなりません。

契約の祈り
神様が与えられた契約実現のモデル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 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ歴 29 章

434 番 すくいぬしイエスと（新 384 番）
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2020 JULY 31 / 祈りの手帳

Q.
一歩だけ前倒ししてみなさい！

皆さんの学業の中で最も重要なことは何でしょうか。
一歩だけ前倒ししてみることです。

ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズは
少し前倒ししてみたのですが、世界を変えました。
心理学を勉強しているなら、
心理学だけを卒業してはいけません。
そこからもう一つの前倒しが必要です。

その後、10％に入る専門性が出るでしょう。
これをもって１％内に入るようにしなければなりません。

神様の目標は、Remnantを通して世界を変えることです。


