
使 27:20 ～ 25　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。』 (24)

まことの成功とは何か聖書的伝道戦略 20

世の人は、成功するために一生懸命に努力します。聖書は、私の生活、
私の仕事、私の産業、私のタラントが世界福音化に用いられることを成
功と言います。神様が願っておられる契約の旅程に従って、まことの成
功の道を歩むためには、どうすれば良いのでしょうか。

1. イエス様が見せてくださった個人化と弟子化戦略
福音の流れが確実に聖書にあかしされていることを、イエス様の模範

を通して分かります。イエス様は少数の弟子に集中選択と召ししてマタ 4:19 ～

21 ともに同居おられマコ 3:13 ～ 15、模範を見せてⅠコリ 11:1 十字架従順にかけら
れましたルカ 9:23 ～ 24、ピリ 2:5 ～ 8。また、代任委任 マタ 10:1 ～ 42 と聖霊の働き分

与でともにおられヨハ 14:26 ～ 27、持続点検的に語られルカ 10:17 ～ 20 弟子とする
こと再生産を命令されました。マタ 28:16 ～ 2

2. 初代教会の聖書的伝道戦略 20

初代教会は、イエスがキリストだという契約だけを堅く握り、聖書的
伝道運動の答えを受けました。最初に、聖書的伝道運動の基礎は、福音
の唯一性です。二番目に、聖書的伝道運動のための訓練であるともに
WITH するキャンプの生活合宿です。三番目に、聖書的伝道運動のシステム
は、持続的に現場を生かす弟子たちです。四番目に、聖書的伝道運動の
未来は、結局文化と流れを変える未来の準備 Remnant にあります。

私はいつどこでも契約の流れを正確に見ていますか。このとき、神様
がくださったまことのビジョンと夢を確認できます。必ず成就される実
際的な祈りと答えが証拠として現れます。これが Remnant のまことの
成功であり、正しい実践であるまことの信仰です。

契約の祈り
聖書的伝道運動の隊列で、みことばが成就され、いやしとまことの成

功の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。

 ▢ 聖句暗唱 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 14 章

94 番 主イエスは誰でしょう ( 新 96 番 )
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2020 AUGUST 17 / 祈りの手帳

Q.
聖書的伝道戦略 20

特に、「237、いやし、Remnant Summit」の答えと
今日、私の現場で聖書的伝道運動の実践事項を
同労者たちとフォーラムしてみましょう。

1．5つの基礎
 － タラッパン、チーム働き、ミッションホーム、
　  専門教会、地教会

2．5つの訓練
 － 1 次合宿、チーム合宿、70 人合宿、専門別合宿、伝道合宿

3．5つのシステム
 － 伝道学校、集中神学院、宣教師訓練院、RTS、RU

4．5つの未来
 － エリート、文化、産業宣教、Remnant、いやし



使 27:24 ～ 25　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。』ですから、皆さん。元気を出しなさい。すべて私に告げられたとおり
になると、私は神によって信じています。

わざわいを止める流れ

パウロが暴風に会いました。わざわいです。そのとき、神様はパウロ
にみことばをくださいました。パウロのいのちを生かすことを約束して
くださいました。わざわいを止める流れがあります。どのように止める
ことができるのでしょうか。

1. 福音の流れとみことばの流れ
ただ福音創 3:15、出 3:18、イザ 7:14、マタ 16:16 になるとき、わざわいを止めるこ

とができます。福音は暗やみの権威を打ち砕いたことです。この福音を
実際に握ったパウロが、ローマを福音化しました。みことばの流れに従
うと、みことばが答えとして与えられます。ヨセフが突然総理になった
のではなく、みことばが成就されたのです創 45:1 ～ 5。みことばの流れの
中にいた者たちが、世界を変えましたラハブ、ダニエル、エステル、ダビデ、エリシャ。 

2. 世界化の流れ
伝道と宣教が世界化の流れです。神様は最初からアブラハムに世界化

の流れをくださいました創 12:1 ～ 3。伝道と宣教を理解しなければ、奴隷
に、捕虜に、属国になることでみことばが成就されました。どんなこと
があっても、すべての国民に福音が宣べ伝えられた後に終わりの日が来
るとおっしゃいましたマタ 24:14。

神様のみことばが成就されるポイントがあります。過去は忘れても、
過去の契約は忘れてはなりません。これが今日の契約になり、未来の契
約につながりますロマ 16:25 ～ 27。

契約の祈り
福音とみことば、世界化の流れの中で、わざわいを止めて、教会を生

かす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 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 15 章

206 番 いともながく罪にしずみ ( 新 284 番 )
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2020 AUGUST 18 / 祈りの手帳

Q.
私は教会を生かす主役でしょうか

私が初めて伝道師として仕えた教会があります。
私と同じ歳だった執事がいました。
教会建築をするとき、重職者たちが何もしなかったのです。
しかし、ある按手執事が奥さんと話し合って、家を売って、
賃貸の家に引っ越して献金をしました。
彼の父親は教会の長老でした。父親が驚いたのです。
自分が息子に買ってあげたその家を売って、
教会に献金したのです。実際に、長老は金持ちでした。
しかし、彼の特徴は、献金をしないということでした。
この父親が悟りました。実際に、教会全体に影響を及ぼしました。
献金をしたということが重要なのではありません。
とても胸を打たれたことでした。

私たちの祈りは他のことではありません。
これからは私たちが教会を生かす主役として残るのです。

「私は教会を生かす産業人になります。
私の記念碑的な足跡を教会に残します。」
このように祈り続けてみてください。



創 37:1 ～ 11　ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼をしかって言った。｢おまえ
の見た夢は、いったい何なのだ。私や、おまえの母上、兄さんたちが、おまえのところ
に進み出て、地に伏しておまえを拝むとでも言うのか。｣ 兄たちは彼をねたんだが、父は
このことを心に留めていた。 (10 ～ 11)

歩んで来た 30 年の始まり

一流の大学を卒業しても、仕事がうまくできない人がいます。一方、
何も教わってなくても、仕事が上手な人がいます。目に見えない知識、
目に見えない力、目に見えない答えの差です。これが契約であり、福音
です。これをもっともよく味わった人がヨセフでした。どのようにこの
力を味わうことができるのでしょうか。

1. ヨセフの始まりと苦難
母親ラケルの死は、ヨセフに辛い状況をもたらしました。しかし、

彼は神様がくださった夢を抱いて、父親と疎通しました創 37:1 ～ 11。
Remnant は、すべての傷をビジョンに変えて、指導者と疎通しなけれ
ばなりません。契約を持ったヨセフにとって、苦難はサミットの奥義が
現れる祝福になりました創 39:1 ～ 6。

2. サミットになったヨセフ
濡れ衣を着せられて監獄に入ったヨセフが長官に会いました。ヨセフ

が言った通りに、献酌官が仕事に戻りました。そして、ある日、夢を見
たパロ王に答えを与えました。契約の中で実力を備えると、だれも与え
ることができない答え Nobody を与えることができます。

Remnant は、三つのイメージを持つべきです。根本根、霊的状態、基本姿勢、
基礎実力です。どこでも更新すれば、持続的な答えを味わうようになりま
す。

契約の祈り
傷をビジョンに変えて、契約の中で実力を備えながら、毎日更新する

Remnant 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 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 16 章

434 番 すくいぬしイエスと ( 新 384 番 )
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Q.
傷？ビジョン？

ヨセフにあった一番の苦しみは、母親の死です。
弟のベニヤミンを産むときに母親が亡くなりました。
ヨセフにとても辛い状況が生じたのです。このときが重要です。
傷を受けるか、それとも、ビジョンを見つけるか。
二つに一つです。

傷は、大人になってもなくなりません。
がんより恐ろしいのです。
がんは手術が可能ですが、傷は手術も難しいです。
もっとも重要なことは、傷を持っていると、
霊的に成長できません。
他の部分は成長しても、霊的には成長しないのです。

大きな人物として用いられた人の特徴があります。
すべての傷をビジョンに変えることです。



出 16:13 ～ 20　主が命じられたことはこうです。『各自、自分の食べる分だけ、ひと
り当たり一オメルずつ、あなたがたの人数に応じてそれを集めよ。各自、自分の天幕に
いる者のために、それを取れ。』」 (16)

マナとうずら

マナとうずらの事件を見ながら、必ず受けるべき答えがあります。荒
野の道を歩むイスラエルの民たちに、神様は伝道のための特別な答えを
備えました。神様のみこころは、荒野を通過してカナンの地に入ること
であるためです。神様はイスラエルの民がどこにいるかをいつも見守り、
神の民を祝福しました。それならば、私はどのような答えを受けること
ができるのでしょうか。

1. まことの解放
私が必ず受ける答えは、まことの解放と神の子どもの祝福を味わうこ

とです。まことの解放は、傷をビジョンに変えることです。苦しみはす
べて神様に出会う土台になり、苦しみに捕われるのではなく、神様が備
えられたより良いことを見つけるようになります。

2. 永遠の答え
私のすべての生活の流れを、契約中心、礼拝中心、聖日中心に変化さ

せなければなりません。神様のみことばは、永遠であるためです。永遠
の神様のみことばを握って、契約中心の答えを受けることが神様が私に
準備された答えです。

苦しみと迫害、苦難は少しの間だけです。しかし、神様の契約と答え
は永遠です。ただ、漠然と答えを待つのではありません。神様の約束を
味わいながら待つことです。神様の契約は必ず成し遂げられます。その
ため、私の未来を神様に捧げればいいのです。

契約の祈り
まことの解放の祝福の中で、永遠の神様の契約を握りますように。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 5:8

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 17 章

199 番 主イエス十字架を負い ( 新 265 番 )
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2020 AUGUST 20 / 祈りの手帳

Q.
私はそのような人ではありません！

お金のゆえに争う人々、
自分の有益に従って選択するほとんどの人々、
結局、そのような人生になってしまいます。

しかし、
私はそのような人になりたくありませんでした。

なぜ、私がそのような人になるべきでしょうか。

「私は神の子どもです。
神様が願っておられることに、
伝道することに私を用いてください。」

神様の前でのまことの祈りが
今の答えになりました。



出 17:8 ～ 16　モーセは祭壇を築き、それをアドナイ・ニシと呼び、「それは『主の
御座の上の手』のことで、主は代々にわたってアマレクと戦われる」と言った。（15 ～
16）

アマレクとの戦争

神様の絶対計画は変わりません。神様は、絶対計画を信じる信仰を持っ
た者を立てて、福音を伝える伝道、宣教の祝福を与えられます。福音を
伝える準備を整えた人々と教会を通して未来を生かす準備をされ、勝利
するように働かれます。この祝福のために、私が先にしなければならな
いことは何でしょうか。

1. 霊的戦争
絶対に変わらない神様の計画が成し遂げられる時刻表は、本当の敵で

あるサタンと戦う時刻表です。神様はみことばによって、弟子を通して、
霊的戦争を成し遂げられます。霊的戦争に勝利した私には、すでに神の
子どもの身分と権威が与えられています。

2. 霊的戦争の力
神の子どもである私には、天の背景があります。伝道と宣教の前で、

24 祈りの中でまことの霊的背景を味わうことが重要です。キリストが
すでに勝利した戦いであるため、神様が働かれ、神様が備えられたとい
うことを確認すればよいのです。霊的戦争の勝利を記念する証人として
立つのです。

神様が願われる伝道と宣教の中で、神様がくださった伝道者の生活 62
の奥義を必ず見つけなければなりません。これが 24 味わえるとき、神
様が働かれる 25 の祝福の中に入ることができます。

契約の祈り
伝道と宣教に私を用いてください。先に霊的戦争に勝利しますように。

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 5:8

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 18 章

393 番　われらの戦い血によらず（新 350 番）

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2020.3.22

2 1
AUGUST・金

2020 AUGUST 21 / 祈りの手帳

Q.
神様が願われる教会

世界 237 か国の人々の
いこいの場になる教会

いやしが必要な人々が来て
我が家のように感じる教会

Remnant が時代を見る目を開いて
神様が願われるサミットに立つ教会

神様の視線から必要な教会
伝道と宣教のために必ず必要な教会
 
私と私たちの次世代に
この祝福を与えてください。



出 4:18　それで、モーセはしゅうとのイテロのもとに帰り、彼に言った。「どうか私を
エジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させて
ください。」イテロはモーセに「安心して行きなさい」と答えた。

出エジプトの産業人たち

パロ王は、イスラエルの民に男の子が生まれたら殺すように命じまし
た。このとき、神様は重職者産業人を用いられました。彼らは契約の中
にいる者でした。神様が願われることを知っていました。現場に向けた
神様の計画を見ました。出エジプトの産業人たちは何をしたのでしょう
か。

1. ヨケベデ主は栄光、イテロ有名、卓越

ヨケベデはレビ人アムラムの妻です。王女の子の養子になったモーセ
の乳母の役割をする間、モーセにすべてのメッセージを伝えて、モーセ
を指導者にしました。イテロはモーセのしゅうとです。彼はミデヤンの
祭司で、モーセの後見人の役割をしました。

2. ラハブ広い

ラハブは、エリコの遊女です。町のすべての情報を知っている情報通
でした。偵察をしに来た人に、カナンの地はすでに崩れていると、神様
の契約によって必ず勝利すると告白しました。彼女は、ユダ部族サルモ
ンの妻になってボアズを産み、ボアズはエッサイを産んで、エッサイは
ダビデを産みました。出エジプトの産業人たちはわざわいを止めました。

正しい契約の中にいると、想像を超える神様がくださる答えを体験し
ます。私の小さいこと、つらいと思うその現場、取るに足りないように
見える私の教会を霊的作品として作るようになるでしょう。

契約の祈り
常に神様の契約の中にいますように。現場で神様が願われることを見

て、神様の計画を発見しますように。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 5:8

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 19 章

199 番　主イエス十字架を負い（新 265 番）

産業宣教メッセージ | 2020.3.28
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AUGUST・土

2020 AUGUST 22 / 祈りの手帳

Q.
どうすればよいでしょうか

ある方が私にメールを送ってきました。
「牧師先生のためにとても苦しいですが、
こんなときはどうすればよいでしょうか。」

そのとき、私はこう答えました。
「私は 40 年間、あなたのような状況にいました。
苦しめるその牧師の右腕になりなさい。
そうすると、あなたの前に伝道の奥義が見えるでしょう。
それは重要なことではありません。
神様がその背後で働かれることがもっと重要です。
私の言うことを悟れるなら、世界を生かすようになるでしょう。」

問題は正確に見て、人は尊重すればよいのです。


