
ヨハ 19:30　イエスは、酸いぶどう酒を受けられると、「完了した」と言われた。そして、
頭をたれて、霊をお渡しになった。

カルバリの丘の契約

カルバリの丘で地球の歴史上最高の事件、十字架事件が起きました。
カルバリの丘ですべてを完成された契約を味わいさえすれば、驚くべき
人生の変化を体験することになります。このときから運命とのろい、地
獄の背景から抜け出して、天国の背景を味わう幸せな人生が始まります。
私が必ず知らなければならないことは何でしょうか。

1. ただキリストの理由
創造の前からの問題と人間の根本問題を解決する唯一の神様の方法が
あります。この問題は長い間続いている問題であり、結局、個人を滅亡
状態に追い込みます。人間の力では絶対にこの問題は解決できず、人間
自らは救いの状態に入ることはできません。それゆえ、旧約で約束され
たキリストが来てくださいました。この事実を信じて適用するとき、人
生が変化します。

2. ただキリストの内容
世の中にも王、祭司、預言者は存在します。しかし、その人々は原罪
の状態で生まれた人間なので、救い主になることはできません。しかし、
霊が完全な神様が人間のからだを着てこの地に来てくださいました。ま
ことの王としてサタンに勝ち、まことの祭司になってすべてののろいを
解決してくださいました。まことの預言者になって神様に会う道を開い
てくださいました。その方こそが、油そそがれたキリストとして来られ
たイエス様です。

キリストによるこの福音によって、私は神様がくださる身分と権威を
受けるようになりました。この福音を「私の福音」として味わったパウ
ロのように、私も福音で十分で完全な答えを味わうことができます。

契約の祈り
ただキリストを味わう証人になりますように。まことの答えを知って
味わい、世の中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 _コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _Ⅰ列 2章

101番　主イエスのみ名こそ（新 80番）
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Q.
「ただキリスト」というのは
我執や独善でしょうか

「我執」の辞書的意味は
「自分中心の狭い考えに執着して
他の人の意見や立場を考慮せず
自分だけを前面に出すこと」です。
「独善」というのは
「自分一人だけが正しいと信じて行動すること」です。

このような辞書的意味で見れば、
「キリストだけが救い主」という主張は
一見、我執や独善のように見えます。

しかし、人間の本質的な問題が霊的問題であり
人間自らは解決できない問題であると分かるならば、
ただキリストという主張は
一見、独善や我執のように見えないでしょう。

人間の本質的な問題を人間自ら解決できるならば、
キリスト教は独善や我執かもしれません。
しかし、今日も霊的問題と精神問題で
苦しんでいる数多くの人々は、薬に頼ってみるのですが
それが十分な解決策になることはできません。

キリストを通さずに
人間の問題を解決しようとすること。
かえって霊的問題を分からない無知から出る
我執や独善ではないでしょうか。



マタ 12:28 ～ 29　しかし、わたしが神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのな
ら、もう神の国はあなたがたのところに来ているのです。(28)

オリーブ山の契約

イエス様が弟子を呼ばれてすぐに現場に送り出されました。そして、
神の国が臨むときに起きる驚くべきことを体験させてくださいました。
もしかして、今、危機や困難の中にいるのでしょうか。それならば、そ
れこそが神の国を体験する機会です。オリーブ山の答えを体験する大切
な機会が訪ねてきたのです。私がオリーブ山の契約を体験しなければな
らない理由は何でしょうか。

1. オリーブ山のミッションを体験しなければならない理由
今日の困難だけ見ていてはいけません。神様がくださる未来があるか
らです。一日二日で繰り広げられることでなく、永遠の前から永遠まで
を導かれる神様の摂理の中に私がいます。神様は私に新しい刻印、根、
体質を作って、重要なミッションと成就を私の人生を通して作品として
残すことを願っておられます。

2. オリーブ山の内容
オリーブ山の契約を握る旅程の中で、神様は先に私をいやしてくださ
います。このミッションを握って勝利するように、すべてに勝つ力もく
ださいました。世界福音化の契約を握るとき、教会と世の中に向かって
派遣される答えも準備されています。この契約は「ただ」によってだけ
体験できます。私の力でなく、聖霊の力で実現されます。証人として立
てられるのです。

マルコの屋上の間に集まって始めた小さい祈りが現場を変化させて、
マケドニヤ、ローマまで征服しました。大きいことで決定されるのでは
ありません。契約をミッションとして握って、今、小さくて大切なこと
を始めれば良いのです。

契約の祈り
オリーブ山の契約を発見して確認する感謝と感激の日になりますよう
に。ミッションを握って、契約の旅程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 _コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _Ⅰ列 3章

41番　栄えにいます主（新 20番）
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Q.
人生、生きていく理由

ある人は
死ぬことができないから生きていくと語ります。

ある人は
ひょっとしたら明日に良いことが起こるかもしれないという
漠然とした希望を持って生きていきます。

ある人は
くやしいことがあるから、耐えてがんばると言います。

人が世の中を生きていく理由は、ほんとうに多様です。

しかし、私をこの世の中に送られた神様の理由を見つけて
その理由のために生きていく人は多くありません。

大金を稼いで成功した事業家
大きい権力を握っている成功した政治家は
はたして幸せでしょうか。

人間は神様とともにいてこそ幸せです。
そうでなければ不幸です。

どんな成功も霊的存在である人間を満足させて
幸せにすることはできません。

私は本当に幸せでしょうか。



使 2:16 ～ 21　これは、預言者ヨエルによって語られた事です。『神は言われる。終わ
りの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたがたの息子や娘は預言し、
青年は幻を見、老人は夢を見る。(16 ～ 17)

マルコの屋上の間の契約

自分は正しく生きていると思っていても、神様と関係ない間違った契
約の中で生きていく人が多くいます。しかし、神様は私にマルコの屋上
の間の正しい契約をくださいました。正確な福音の契約が私の基準です。
初代教会が味わった霊的力が私の標準です。ですから、私は神の国の水
準を味わうことができます。マルコの屋上の間の契約は、はたして何で
しょうか。

1. 理由
マルコの屋上の間にキリスト、神の国、ただ聖霊という正しい契約を
握って伝える者が集まりました。彼らは契約成就の理由を知っていまし
た。しかし、世の中の成功者は彼らを軽んじていて、誰も驚くべきみわ
ざの時刻表を知りませんでした。正しい契約を握る、そのこと自体が成
功です。

2. 内容と方法
世の中を生かすマルコの屋上の間の契約の内容は、ただです。ただキ
リスト、神の国、聖霊の満たしの契約の中で驚くべき神様の力と時刻表、
門を体験することができます。他の方法は必要ありません。正しい契約
の中で、ただの答えを待つだけでよいのです。そのときに来る、ただの
答えを味わい、挑戦して作品を残すのです。

神様は私を証人として立てると契約してくださいました。福音の力を
体験した証人、契約を握って祈りに根をおろして、ただの実を結ぶよう
になる神様の絶対時刻表の中にいる人として、世の中に立ててくださる
でしょう。みことばの流れを通して私が今どんな流れの中にいるのかを
確認しなければなりません。

契約の祈り
マルコの屋上の間の正しい契約の中で待つとき、ただの契約のとおり
答えられますように。契約成就の証人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列 4章

387番　われ主に従う主の強者（新 349番）
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Q.
見えることを作る
見えないこと

神様は何もない空虚さを
見て良しと言われるほど、満たしてくださいました。
暗やみの中に光を照らしてくださいました。
茫漠とした混沌に秩序を与えて
宇宙まで秩序整然として動くようにしてくださいました。

これらすべてのことを、
ただみことばだけによって完成されました。
目に見えないみことばが
創造の働きを成し遂げたのです。

私は何を握らなければならないのでしょうか。
見えることでしょうか、
見えない契約でしょうか。



マタ 28:16 ～ 20　また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るよう
に、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたととも
にいます。(20)

天命、召命、使命

神様は神様の天命、召命、使命を発見した人を通して世の中を生かさ
れます。福音を持つ働き人が現場に行くとき、神様は備えられた使命者
に会わせてくださいます。持続するシステムを通して、みことば運動を
広げるとき、弟子が残るようになります。それならば、神様が私にくだ
さった天命、召命、使命は何でしょうか。

1. 天命
天命というのは、その時代に神様が与えられるみことばを私の契約と
して握ることです。天命の内容は、福音使1:1,3,8 を回復することです。さ
らに、福音を体験して味わった証人として伝えることが、神様が与えら
れた私の天命です。

2. 召命、使命
私は天命のために神様に召されました。これが召命です。私に与えら
れる今日の時刻表に、神様が願われるその場、その時刻表、その事件の
中にいるのです。使命というのは、未来を生かすために今から私がする
ことです。その核心は、ただ福音運動で世界福音化することです。

復活されたイエス様が弟子に世界福音化の基本戦略をおっしゃいまし
たマタ28:16 ～ 20。個人化「あなたがたは」、現場化「行って」、弟子化「弟子」、教会化
「バプテスマ」、再生産「教え」です。このことのために、世の終わりまで、いつ
も私とともにいてくださいます。

契約の祈り
神様が与えてくださった天命、召命、使命を発見して、世界福音化に
用いられる弟子になりますように。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 _イザ 64:6

 ▢ 聖書通読 _Ⅰ列 5章

360番　したいまつる主（新 324番）
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Q.
私の天命は？

神様は時代の流れを統べ治めておられます。
そして、その時代に個人に与えられるみことばがあります。
そのみことばを私の契約として握るとき
その契約が私の天命になります。

「箱舟を造りなさい」創6:14、ノア

「わたしの民イスラエルをエジプトから連れて出て
血のいけにえをささげなさい」出3:18、モーセ

「わたしの名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に
あかししなさい」使9:15

神様がくださった私の天命を握って
神様が呼ばれた座に行くとき
絶対不可能だったすべてのことが
絶対可能になります。



I ペテ 1:9　これは、信仰の結果である、たましいの救いを得ているからです。

当然、必然、絶対

神様が人間を救うために、すべての契約をくださいました。したがって、
この契約を持つならば、他のことは心配する必要がありません。必要な
すべてがついてくるからです。しかし、神の子どもである私が、問題と
困難、葛藤に会う場合があります。そのとき、どのようにしなければな
らないのでしょうか。

1. 当然
そうなるしかなかった理由があります。それから先に分析しなければ
なりません。人間は霊的な存在なので、神様の計画を分からなければ困
難がきます。当然、来るしかない問題があるならば、答えもあります。
当然性を発見するなら、どんな問題にも揺れません。

2. 必然、絶対
理由を発見すれば、神様が必要とされることが見えて、私がしなけれ
ばならないことが出てきます必然。その中で、神様だけ成し遂げられる絶
対計画が見えます絶対。この事に持続して献身するときに答えがき始めま
す。

私のからだや生活やたましいが病気になったり、現場で病気の人に会
う場合もあります。そのとき、すべき事はただ一つです。病気になるし
かなかった刻印、根、体質を変えれば良いのです。神様に完全に任せて、
みことばと祈りで契約を握るのです。

契約の祈り
問題を答えに変える、当然、必然、絶対の祝福を発見して味わいます
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 _イザ 64:6

 ▢ 聖書通読 _Ⅰ列 6章

363番　つげよ主に（新 337番）
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Q.
恨むだけで時間がすべて過ぎてしまいます！

私たちは、下手すると、
ずっと恨むだけで時間がすべて過ぎていきます。
恨んでいれば気楽でしょうか。さらに難しくなります。
私の話を聞く人は気楽でしょうか。難しくなります。
すると解決されるのでしょうか。そうでもありません。

テストを受けて落ちたとすれば、
勉強していなかったからです。
当然くることです。
私がすることが見えます。
必然が見えるのです。
分かってみると、神様の重要な絶対計画があります。

私たちが直面するすべての部分にこの三つがあります。



ピリ 3:12 ～ 14　私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありま
せん。ただ捕らえようとして、追求しているのです。そして、それを得るようにとキリスト・
イエスが私を捕らえてくださったのです。(12)

一心、全心、持続

からだが疲れて心が不安になれば、霊は荒廃した状態になります。朝、
または昼に、時間を定めておいて安らかに祈りながら長く呼吸すれば力
が生まれます定刻祈り。神様が神の子どもにくださった祝福の中の祝福が
祈りです。祈るとき、私は平安に一心、全心、持続を味わうようになり
ます。一心、全心、持続とは、はたして何でしょうか。

1. 一心福音刻印

一心というのは、キリストを発見して、見た人の生活ですピリ3:1 ～ 21。
初代教会はキリスト、神の国、ただ聖霊の契約を握って、ともに集まっ
てひたすら祈りに専念しました使1:14、2:1、2:42。そのとき、現場と教会と
個人がいやされる答えを味わいました。

2. 全心みことばの根

全心というのは、いのちをかける価値を発見して、いのちをかける人
の生活です使20:24。すなわち、みことばで根をおろした人の生活を言い
ます。初代教会は使徒の教えを受けて全心しました 2:42。このとき、偶
像文化が福音文化に変わって、現場と教会と時代が変化する働きが起き
ました 2:43 ～ 47

持続伝道体質というのは、暗やみの勢力を砕いて、未来を生かす残りの者
の祝福を見つけて準備する人の生活です。ローマ 16章の働き人は、属
国時代を解決して、サタンとわざわいと戦争文化を止める答えを受けま
した。

契約の祈り
福音に一心して、みことばに全心して、伝道を持続する証人になりま
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 _イザ 64:6

 ▢ 聖書通読 _Ⅰ列 7章

82番　わが喜び、わが望み（新 95番）
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Q.
疲れるのに、
どのように一日中
礼拝をささげられるのでしょうか！

そのまま座っていれば疲れます。
祈りながら長く呼吸しながら座っていれば
健康が回復します。
Remnantが聖日に祈りと呼吸をしながら
みことばを受ければ、脳はすばらしい状態になります。
事実、目を閉じるだけでもいやしが起きます。

ただ福音の中に神様のすべての祝福がすべて入っています。
ただ福音だけがサタンの権威を打ちこわすことができます。
この事実を知らない人々は、教会になぜ行くのかと言いますが、
私たちはこの祝福を知っているので
教会で礼拝をささげる時間自体が
驚くべき答えなのです。


