
使 4:12　この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほ
かに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。

ただ、唯一性、再創造

もしかしたら、私は失敗した価値がない人のように見えるかもしれま
せんが、私にだけ与えられた神様の祝福があります。職場で苦しむよう
に思えても、神様が私をそこに送られた理由があります。現在、私に問
題や答えがあるかもしれませんが、それを私に与えられた理由がありま
す。それを見つけるときに来る答えは何でしょうか。

1. ただ使 1:1

「ただ」は人間の滅亡とわざわいの解答であるキリストを味わう最高の
答えです。キリストはただおひとりなので、私に与えられる祝福と答え
も、ただです。聖書の Remnant7 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、ただの答えを受けました。

2. 唯一性使 1:3、再創造使 1:8

唯一性は、他の人が見ることができないこと、他の人ができないこと、
他の人が行くことができない所に行くようになる答えです。再創造は、
すべての暗やみ文化の流れを福音文化の流れに変える聖霊の満たしの働
きです。今、私にある苦しみの中で、私のただ、私の唯一性、私の再創
造を見つけることができます。

神様は私に空前絶後の答えをくださいます。神様が私にだけくださっ
た、ただ、唯一性、再創造があります。いまは速断したり、だめだと落
胆する必要がありません。まことの答えは完ぺきに来るからです。

契約の祈り
神様がくださった私のただ、私の唯一性、私の再創造を見つけますよ

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 8 章

414 番　主の愛照る時（新 293 番）

<2018 年区域メッセージ > 25 課 | 2018.6.24

10
AUGUST・月

2020 AUGUST 10 / 祈りの手帳

Q.
何をしても入っている祝福？

ある人が、学びもなく、背景もなく
清掃夫として就職しました。
清掃を一番上手にする清掃夫になるように祈りました。
彼は後に大きい世界的な会社の社長になりました。
鉄鋼王チャールズ・M・シュワブ Charles M. Schwab です。

ヨセフが突然、奴隷に行きました。
ヨセフは神様の祝福が臨むように仕事をしました。ただ

ポティファルはヨセフに家庭の総務をさせました。唯一性

思いもよらなかったエジプトの総理になりました。再創造

私が 30 年前にヨンド全域で小さな看板を付けて
数十か所で聖書の学びをしました。ただ

すると釜山で私たちの教会が
一番伝道をたくさんする祝福を受けました。唯一性

今は私とみなさんがとうてい想像もできない
世界福音化が起きています。再創造

どこにいても、何をしても
神様が与えられた
私のただ、
私の唯一性、
私の再創造の祝福があります。



ロマ 16:25 ～ 27　知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、御栄えがとこ
しえまでありますように。アーメン。(27)

24 時、25 時、永遠

どんなに良くない状況の中でも、何を 24 時するかによった未来が変
わります。多くの人は、過ぎた日の傷やあかしをすること、人のことや
人の話で 24 時します。救われた神の子どもは、何によって 24 時しな
ければならないのでしょうか。そして、どんな答えを受けるようになる
のでしょうか。

1.24 時
神様は目には見えませんが、私たちとともにおられます。24 時は、

24 時ともにおられるキリストの奥義を味わうことです WITH、インマヌエル、

Oneness。24 時の祝福を味わう最も良い方法が礼拝です使 2:42。このとき、
神様の力が臨んで、神様の時刻表が成就して、門が開きます使 2:1 ～ 47。

2.25 時と永遠
25 時は、人間の力と時刻表を越える神様の力を言います。聖書の

Remnant7 人と信仰の英雄は、25 時の祝福を味わいました。三位一体
の神様とみことば、人間のたましいと伝道者の報いは永遠です。永遠と
いうことは、私の生活と職業が神様が願われる伝道と宣教に用いられる
祝福を言います。したがって、たましいの救いと世界福音化は永遠の働
きになります。

神様は私を、いてもいなくてもかまわない人として呼ばれたのではあ
りません。神様は私を絶対必要とされています。神様がくださった24時、
25 時、永遠の答えを味わうなら、絶対時刻表、絶対計画、絶対目標が
見えます。このとき、神様の導きを受ければ良いのです。

契約の祈り
ただキリスト、ただ神の国、ただ聖霊の満たしを味わう 24、25、永

遠の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 9 章

402 番　主が「進めよ」と（新 435 番）

<2018 年区域メッセージ > 26 課 | 2018.7.1

11
AUGUST・火

2020 AUGUST 11 / 祈りの手帳

Q.
私の 24時を変えなさい！

病気になっていますか。
がんと戦っていますか。
歳を取ってからだの具合が良くないですか。
傷で痛く感じていますか。
人との問題で葛藤していますか。
今、何をしていますか。

今、24 時祈りに入らなければなりません。
すべての考えを祈りにつなげれば良いのです。
見えるすべてのことを祈りにつなげれば良いのです。

今の 24 時が私の人生を決定します。



ガラ 2:20　私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているの
ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生きてい
るのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によってい
るのです。

刻印、根、体質

ほとんどの信徒が「答えがない」「祈りに答えて下さらない」と言いま
す。もっとも良い答えは、福音を聞き続ける中で、福音のみことばが刻
印され、祈りで根を下ろし、伝道体質になることです。このときに与え
られる答えは何でしょうか。

1. 刻印
刻印された通りに答えが与えられます。キリスト、神の国、ただ聖霊使

1:1、3、8 が刻印されると、正しい考えと生活が回復されます。そのため、
まず誤った刻印を捨てて、新しい刻印のための実践をしなければなりま
せんみことばを聞くこと、黙想、記録、書き起こし、伝達、定刻、常時、集中祈り。このとき、キリ
ストで十分であることを知るようになります。

2. 根、体質
根を下ろした通りに、実を結びます。ただ神様のみことばによって、

私の霊的状態と根を変えなければなりません。契約を握って神様の前で、
静かな時間、いやしの時間、集中の時間を持てば良いのです。体質通り
に生活が成り立ちます。みことばを黙想するとき、24 時祈りが成り立
ちます。このとき、人の時間を超える答えが与えられます 25 時。

どのような状況でも、神様は私を導かれます。ヨセフは主がともにお
られることをあかししました。これが未信者にもっとも大きな証拠です。
私がまさにその証人です。

契約の祈り
ただ福音が刻印されて、みことばが根を下ろして、祈りと伝道が体質

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 10 章

138 番 王の王わが主の ( 新 151 番 )

<2018 年区域メッセージ > 27 課 | 2018.7.8

12
AUGUST・水

2020 AUGUST 12 / 祈りの手帳

Q.
使徒パウロの感謝

答え中の答えは救われたことであり、
みなさんがここに座って礼拝を捧げるということが
ものすごい答えです。
それを知らなければ重要なことをすべて逃してしまいます。
世界を生かしたものすごい変化を起こした使徒パウロを見ると、
いつもこれに感謝しました。

今すぐ時間があれば
病院に伝道するために行ってみてください。
神様がどんなに私たちを祝福されたかが分かります。
そして、時間があれば、
精神病院にも伝道するために行ってみなさい。
精神疾患者がどれほど多いのかが分かります。
もし、時間があれば、
一度、刑務所に伝道するために行ってみなさい。
本当に苦しみに会って、
祝福を受けていない人がとても多いということが
分かるはずです。

「私たちの主イエス・キリストの父なる神が
ほめたたえられますように。
神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって
私たちを祝福してくださいました。
すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から
彼にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされました。
神は、みむねとみこころのままに、
私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、
愛をもってあらかじめ定めておられました。
それは、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった
恵みの栄光が、ほめたたえられるためです。」エペ 1:3 ～ 6  



ピリ 4:6 ～ 7　何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願
いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべ
ての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守っ
てくれます。

礼拝と祈りの幸せ５つの原理

まことの望みを持っている人は、待つことができます。礼拝と祈りを
通して幸せを感じる人は、もっとも大きな祝福を受けた人です。礼拝を
通して発見した契約を持った人は、幸せな祈りの中に入ることができま
す。待つ中で、絶対的なことを見ることができます。そして、伝道者の
生活 21 を生きることができます。これを味わうと、祈りがどのように
変わるのでしょうか。

1. 感謝
救われた人は、礼拝を通して救われた人の幸せを味わうことができま

す。神様がこの福音で私たちを救われたという事実に感激します。キリ
ストの奥義だけで、まことの幸せを感じることができます。私が味わっ
た霊的祝福とインマヌエルの祝福は、世の何とも変えることができない
答えです。

2. みことばの流れと神様に向けた集中
感謝が回復すると、みことばの流れが見え始めます。アダム以降、続

いて与えられた福音の流れ、みことばの流れの中にいる私を発見するよ
うになります。この幸せの奥義を味わって黙想すれば良いのです。霊的
存在である人間は、契約を握って神様に集中するとき、まことの幸せを
得ることができます。

契約を握って神様に集中するとき、いやしが起きて、未来と生活のバ
ランスを整えるようになります。このときから、神様が造られた私、私
のこと、神様が与えられた私の現場が見えて、世の中を変えて征服する
道が見えるはずです。そして、別のことで成功した人を生かす答えの座
に立つようになります。

契約の祈り
まことの幸せを見つけて味わう今日になりますように。他の人と世の

中を生かす機会をくださり、キリストの証人となりますように。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 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 11 章

23 番　主イエスのみいつと（新 151 番）

<2018 年区域メッセージ > 28 課 | 2018.7.15
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AUGUST・木

2020 AUGUST 13 / 祈りの手帳

Q.
ただ福音の証人

世の中が好きなすべての教会が悟るように
世の中を誇る教会が見て悟るように
福音ではないことで成功した人々が悟るように
悪霊にお使いをした人々が悟るように

ただ福音だけで可能だという証拠を残す
教会が必要です。
私たちの小さな職業や働きが、
大きな実として現れる答えを持った
ただの証人が必要です。



ピリ 3:12 ～ 14　私は、貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っ
ています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆ
る境遇に対処する秘訣を心得ています。(12) キリスト・イエスにおいて上に召してくだ
さる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。(14)

サミットの道 7 つ

ユダヤ人が全世界の経済と金融を掌握して、とても強い影響を及ぼし
ています。彼らに関して勉強する必要があります。少ない人口ですが、
たくさんのノーベル賞も受賞しました。彼らを越える答えを受けるため
に、何を知るべきでしょうか。

1. ユダヤ人の成功理由 7 つ
ユダヤ人は幼いときから、トーラー、シェマ、タルムードを読みます。

寝る前には偉人伝を読んだり聞きます。三つの祭りを両親と一緒に体験
しながら、目に見えないたくさんのことを見て学びます。安息日をいの
ちをかけて守り、専門性を見つける成人式を行なって、散らされて会堂
を建てます。そして、成功者たちが集まるロッジで世の中を征服してい
ます。

2. ユダヤ人が逃した 7 つ
みことばと福音を逃して、三つの祭りの主人公を知りません。礼拝の

奥義を逃したままに安息日を守り、霊的優先順位を知らない状態で専門
性を発見します。そのため、すべての民族を生かす世界化に失敗して、
世界福音化できません。Remnant は、聖書と福音、神様のみわざと力、
キリスト、神の国、聖霊の満たしの契約を持って、礼拝に成功しなけれ
ばなりません。このとき、ついて来るただ、唯一性、再創造の祝福を味
わうようになります。

霊的存在である人は肉体を持っていますが、肉体だけのために生きて
はなりません。霊的なことのために肉体的なことを犠牲にすることが、
正しい生活です。

契約の祈り
ユダヤ人が逃した 7 つを回復して、世の中を生か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 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 12 章

97 番 高きにいます主 ( 新 92 番 )

<2018 年区域メッセージ > 29 課 | 2018.7.22

14
AUGUST・金

2020 AUGUST 14 / 祈りの手帳

Q.
どこにいるのですか

一生懸命に勉強して成功するために
霊的なことを犠牲するならば、
霊的なことがすべて崩れてしまいます。
何の価値もありません。

今、少し大変でも、霊的な力を正しく得て、
神様がくださる祝福を受けて、
天命を果たすことがはるかに有益です。

神様がくださった契約の中にいることが
すべてを決定します。
どこにいても
神様の契約の中にいるならば、それが成功です。



ピリ 1:9 ～ 11　あなたがたが、真にすぐれたものを見分けることができるようになり
ますように。またあなたがたが、キリストの日には純真で非難されるところがなく、(10)

聖霊の導きと疎通 9 つのポイント

どんなに早く走っても、ゴールと反対方向に走ると、頑張って走れば
走るほどに損です。私の位置と正しい答えについての聖霊の導きが絶対
的です。どうすれば、私がいるべき現場の位置を正確に知って、聖霊の
導きを受けることができるのでしょうか。ピリ 4:10 ～ 13

1. 私と人々を見る目 9 ポイント、配慮と疎通
どんなことでも詳しく見る分、よく知るようになり、より深く知って

こそ、もっとよく見ることができます。むやみに偏見を持って、片方だ
けを見るのではなく、広さと高さ、深さを考慮しなければなりません。
同時に、上、下、左右にいる従う人、率いる人、一緒に歩む人たちを配
慮するべきです。Remnant は、過去と現在と未来をつなげて、福音で
世の中を生かす霊的疎通の達人です。

2. 人間関係と現場分析のカギ
葛藤と不信仰は、おもに人との関係から生じます。私のアイデンティ

ティは、ただキリストが主人となる伝道者の生活ですガラ2:20。世の人々は、
悪と侮辱と恐れによって不安ですⅠペテ 3:8 ～ 12。Remnant は、現場で真
にすぐれたものを見分けなければなりませんピリ 1:9 ～ 10。地域ごとに、根
を下ろしている長く続いている宗教と偶像文化、また、伝道の門になる
経済レベルを把握して、特別な霊的状態を正しく分析しなければなりま
せん。

Remnant が聖霊に導かれて霊的疎通をしなければならない理由は、
誤った霊的流れを変えるためです。個人や家系だけではなく、大きな組
織と国ごとに、ある大きくて強力な流れがあります。今日は神様の絶対
計画を味わい、信仰によって契約の旅程に挑戦するもっとも祝福された
日です。

契約の祈り
いつ、どこで、だれと、何をしても、ただ福音で理解して、受け入れて、

超越するように働いてください。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 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 13 章

209 番 主イエスを知りたる ( 新 281 番 )

<2018 年区域メッセージ > 30 課 | 2018.7.29
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AUGUST・土

2020 AUGUST 15 / 祈りの手帳

Q.
現場分析の三要素

一、現場の文化偶像と雰囲気を把握しなさい。
二、人々が集まる経済の流れを確認しなさい。
三、隠れた宗教と現れた結果病気などである霊的状態を
　　詳しく注視しなさい。

釜山のヨンドの現場で三つのことを先に見ました。
ヨンド橋の入り口に並んだ占い師の店を見ました。
海辺にはお祓いの後のロウソクが溶けたあとが
たくさんありました。
昔のヨンドには貧しい人々が多かったのです。
みんなが倒産してから来たそうです。一度来ると、
抜け出せなかったのです。
大小のお寺も多いけれども、
天理教の建物がヨンドの中心であり、ランドマークでした。

ヨンドに一番ふさわしい戦略で福音運動を持続しました。
先に霊媒師たちが戻って来ました。
人々が韓国と世界から集まりました。
神様は天理教よりもっと大きな教会を建ててくださり、
伝道運動を持続するように完璧に導かれました。

「私は、貧しさの中にいる道も知っており、
豊かさの中にいる道も知っています。
また、飽くことににも飢えることにも、
富むことにも乏しいことにも、
あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
私は、私を強くしてくださる方によって、
どんなことでもできるのです。」 ピリ 4:12 ～ 13


