
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）

生活と伝道運動

世界教会は危機に会いました。福音がなくなっています。福音がなく
なると分裂時代がきます思想、考え、心、精神。何か一つを握るためにこだわり
ます執着時代。そこから抜け出せません中毒時代。この 3 つを変える方法は、
主を見上げる「集中」です。伝道運動につながる生活の奥義は何でしょ
うか。

1.24 時の意味
今、3 団体フリーメイソン、ニューエイジ、ユダヤ人組織や異端、宗教はすべて 24 時

をしています。伝道運動の中にいる私は聖書が教える伝道をしなければ
なりません。この中にいる者が 24 時です。すべての信徒は、24 時祈る
ことができるシステムを作らなければなりません定刻祈り。このシステム
を備えれば、答えを味わって勝利するようになります。

2.25 時と永遠の意味
25 時の答えのかぎは、神の国です。聖書の Remnant7 人と初代教会は、

現場と彼らの職業学業、産業。で神の国を味わいました。そのとき、答え中
の答えがきました WITH、Immanuel、Oneness。いよいよ、過去、現在、未来に
隠された永遠という答えがついてきます Nobody、No way、Nowhere、No time。

神様が私を証人として呼ばれました。私が受けた恵みをあかしするだ
けでよいです。教会と現場で神様がくださった恵みをあかしすることが
私の伝道運動です。

契約の祈り
分裂と執着と中毒時代を生かす福音集中によって 24 時、25 時、永遠

の答えを受けますように。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 _ ロマ 5:8

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 20 章

257 番　良きおとずれ聞く人は（新 520 番）
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Q.
時代ごとに福音がなくなる理由

福音がなくなる重要な理由があります。
世の人々は
私の中心、物質中心に、成功中心に陥っています創 3、6、11 章。
教会は、世をリードして行くべきですが、
むしろ、世の中に染まって
世俗化、物質化、成功化になってしまいました。
それゆえ、信徒は霊的な健康と内容を失って
無能の中に陥りました。

今、正しい教会と信徒が起きて正しい福音を
伝えなければなりません創 3:15、6:14、出 3:18、イザヤ 7:14、マタイ

16:16。
すべてのことを、福音によって生かす
正しい献身をしなければなりません All in、All out、All Change。
この献身がないために時代ごとに福音はなくなりました。



出 18:17 ～ 27　あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる、力のある人々、不正の
利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、
民の上に立てなければなりません。（21）

WITH、Immanuel、Oneness

神の子どもの人生は荒野の道です。初めて歩く荒野の道ですが、三位
一体の神様の働きと天の背景は変わることはありません。福音は絶対に
変わらず、福音を伝える伝道、宣教は明らかな神様のみこころです。荒
野の道の中で、神様が備えられた祝福をどのように見つけることができ
るのでしょうか。

1. 神様の関心と答え
神様の関心は神の子どもにあります。今も神の子どもがいる所、職分、

職責、産業にともにおられ働かれます。それゆえ、神様がくださる最高
の答えは、神様が私とともにおられることです WITH。神様は、私たちと
ともにおられ Immanuel、すべてのことを働かせて答えられます Oneness。

2. 荒野の道を行く間、見つけること
カナンの地に行くことは明らかな神様の計画です。そのため、現実に

だまされず、事実に揺れず、真実に執着しないことが重要です。霊的事
実に目を開けて、神様の計画を見なければなりません。

カナンの地に行かなければならない理由は明らかです。福音によって
世界 237 か国を生かす準備をしなければならないからです。傷でいっ
ぱいになっているイスラエルと全世界をいやし、Remnant をサミット
に立てなければならないからです。神様のみこころは誰も止めることが
できません。

契約の祈り
荒野の道の中で、神様がともにおられることを最高に味わえますよう

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 _ ロマ 5:8

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 21 章

444 番　み恵みゆたけき（新 390 番）
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Q.
私はどこにいますか

「何をしたか」より
神様の契約の中にいなければなりません。

「何をすべきか」より
神様が願われることは何かを見つけなければなりません。

現場にある神様の計画を見て
神様が願われるとき
私がその場にいなければなりません。

点検しなければなりません。

私は絶対に変わらない
神様の契約の中にいますか。

「草は枯れ、花はしぼむ。
だが、私たちの神のことばは永遠に立つ。」イザヤ 40:8



出 20:18 ～ 21　それでモーセは民に言った。「恐れてはいけません。神が来られたの
はあなたがたを試みるためなのです。また、あなたがたに神への恐れが生じて、あなた
がたが罪を犯さないためです。」（20）

みことばを受けた人々

イスラエルの民が行く荒野の道は苦難の道であることは誰もが知って
います。このような荒野の道の危機の前に、神様はホレブ山、シナイ山
でみことばを与えられて、そのみことばを成就されました。みことばの
流れと成就を知る人に、神様は、神様の未来であるカナンを任せました。
今日、私が知っておくべき神様のみことばの流れは何でしょうか。

1. すべての人に与えるメッセージ
神様のみことばは、人生という荒野の道の羅針盤です。福音はすべて

の人に必要な神様のみことばであるからです。しかし、多くの人と強大
国は、この福音の価値を知らず、神様のみことばから離れて生きていま
す。その結果、福音がなくなった時代が到来し、すべての人が暗やみの
中で生きていくしかない現実になりました。

2. 信徒にだけ与えられるみことば
このような時代の中で、神様は、ただ神様を礼拝し、ただ福音になる

神の子どもとして私を呼ばれました。この福音にただになる理由を忘れ
てしまうと、結局は未信者のようにサタンの奴隷になってしまします。
このとき、神様は、福音がなくなった時代を生かし、サタンを崩すみこ
とばの流れを私に与えられました。

神様は、みことばの流れの中にいる人の人生を正確な講壇のみことば
によって導かれます。そのみことばは現実で答えられる神様の力を確認
させます。現実の荒野の道を歩んでいく私には、今日も神様の力が必要
です。今日、私に働かれる神様の力を見るなら、備えられたたましいと
この時代が回復されるでしょう。

契約の祈り
人生という荒野の道の中で、現実と状況について行くのではなく、み

ことばの流れと成就について行きますように。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 22 章

235 番　生命のみことば（新 200 番）
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Q.
今日、私はどんな契約の夢を見ていますか

主よ、わが見しゆめ讃美歌 542 番

わが見し夢　みこころ
主よ　なさしめたまえ
夜と朝のまぼろし示し
主のめぐみ　あふれる
主がたまいし　わがまぼろし
おおいなる　恵みよ
わがまぼろし　ここになりて
あおぐは　主の御顔

「見ろ。あの夢見る者がやって来る。」創 37:19



出 3:18 ～ 20　彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちといっ
しょにエジプトの王のところに行き、彼に『ヘブル人の神、主が私たちとお会いになり
ました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主にいけに
えをささげさせてください』と言え。（18）

産業人が見るべきみことばの流れ

聖書の重職者産業人は、自分が育てて立てた指導者に従って行きまし
た。神様のみことばの流れを見て、そのみことばに従ったのです。彼ら
のように、みことばの流れの中で、契約の流れと契約の中にある現実、
現実に隠れた問題を見るとき、神様が与えられる絶対流れが見えます。
それなら、彼らが育てて従った指導者は誰でしょうか。

1. モーセ
ヨケベデは、モーセにすべての契約を乗せて、彼をナイル川に浮かべ

送りました出 3:18。契約を握ったモーセの言葉に従って長老と指導者たち
が紅海を渡りました。幕屋を作ることに、イスラエルのすべての重職者
と産業人が力を合わせました。

2. ヨシュアとカレブ
ヨシュアはモーセの従者でした。彼はアマレクとの戦闘の主役であり、

カナンを偵察した人の中の一人であり、モーセの後継者として、ヨルダ
ンを渡る主役、エリコを崩す主役になりました。カレブはヨシュアの同
労者ですが、モーセに仕えたようにヨシュアに仕え、アナク山地を占領
する主役になりました。

重職者産業人の献身は小さく見えますが、神様が与えられる実は大き
いです。彼らを育てた重職者は時代を先んじる人物でした。モーセに契
約を伝えたヨケベデは全体を知っていました。モーセを死の地に送った
イテロは、モーセの未来を見ました。偵察をしに来た人を助けたラハブ
は、イスラエルの民がカナンに入ることを知りました。すなわち、重職
者産業人は Remnant の未来契約です。

契約の祈り
神様のみことばの流れを見て、絶対流れの中にいますように。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 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読 _Ⅱ列 1 〜 2 章

446 番　いわなるイエス（新 391 番）
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Q.
今、何を見ていますか

スマートフォン？現実？問題？
目で見ることは必ず刻印されます。

神の子どもは、
神様のみことばとその流れを見なければなりません。
みことばの中にある契約を見なければなりません。
契約の中にある現実を見なければなりません。
現実の中にある隠れた問題を見なければなりません。

このとき、私が必ずしなければなら絶対流れが見えます。
絶対を見た人が時代を生かしました。



ロマ 8:31 ～ 39　私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された
方が、どうして、御子といっしょにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないこと
がありましょう。（32）

伝道者の器

教会が閉鎖する教会危機の時代です。3 団体がますます起きるネフィ
リム時代です。福音と宗教を区別することができない宗教混乱時代に会
いました。その根は私中心、物質中心に、成功中心です創 3、6、11 章。そ
の結果、当然なことに、霊的問題が来て精神病時代、中毒時代が来ました。
このとき、私はどのように伝道者の器を準備すればよいのでしょうか。

1. 伝道の理由
ニコデモのような知識人たちは、福音を聞いていませんでしたヨハ 3:1 〜

16。神様を離れたすべての人は、未信者状態 6 つの中にいます。ある日、
問題がきます。答えはただ一つです。ただキリストだけが、彼らを生か
すことができます。他の動機を捨てると神様が願われる道が開かれます。

2. 神様が用いられる伝道者と方法
神様は「神様ともにいる者、神様のことを知る者、神様の現場を知る者」

を用いられます。神様の方法中の方法は、キリスト、神の国、ただ聖霊
の契約使 1:1、3、8 を握って、生涯の答えを見つけることです。そうすれば、
祈りが続く 24 時の答えと、誰も止められない 25 時の働きが起きます。

迫害を受けるときは、福音が明らかでしたが、ローマが福音化された後、
再び問題がきました。福音の絶対本質を逃したのです。受けた答えの中
で、より謙虚に契約の本質を握らなければなりません。

契約の祈り
福音の絶対本質を握って誤った動機を捨てて、時代を生かす伝道者の

器を備えますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン

208 番　主イエスはわが心に来られ（新 289 番）
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Q.
動機を捨てると

ソウルでの働きをしていたら私に動機が生じました。
「神様、ソウルで、他教団の前で
何かを説明するための教会堂、
教会組織が私に必要ではありませんか。」
その思いを強くするようになりました。
すぐにその思いを悔い改めました。

「神様、なぜそんなことが必要でしょうか。
福音を伝える教会が必要であって、
誇示するためには必要ありません。」
この祈りをささげたとき、神様は答えの門を開かれました。

動機を捨てると、
神様の導きを受けます。
神様が願われる道が見えます。
神様の働きが起きます。

「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。」ガラテヤ 2:20

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読 _Ⅱ列 3 〜 4 章



出 25:1 ～ 9　主はモーセに告げて仰せられた。わたしに奉納物をささげるように、イ
スラエル人に告げよ。すべて、心から進んでささげる人から、わたしへの奉納物を受け
取らなければならない。（1 〜 2）

荒野で建てた幕屋

多くの人は、目に見える答えを望みます。しかし、聖書は、契約の中
にいることが最高の答えであり、祝福であると言われます。荒野の道を
歩いて行くイスラエルの民に最も必要なのは、福音の中にある実際的な
力でした。このことのために、神様はイスラエルの民に幕屋を作って時
代を回復する力を受けるように言われました。現実の荒野を歩いて行く
私が回復することは何でしょうか。

1. 根本いやしのための礼拝を回復する神殿
400 年の間、エジプトで奴隷生活をして受けたイスラエル民の傷と奴

隷根性は、サタンが持って遊ぶのに良い遊び場でした。神様は、荒野の
道を行くイスラエルの民に幕屋を作って祈り、いやされるように言われ
ました。幕屋で神様が私に与えられた生涯の契約を成就する礼拝の祝福
と栄光を回復しなさいということです。

2. 未来を準備する礼拝をささげる幕屋
神の子どもの人生は、今日を心配しながら生きていく人生ではありま

せん。永遠に残る未来をおいて献身して生きていく契約が込められた人
生です。神の子どもは、集まって礼拝し、聖霊の働きと神様のまことの
力を回復しなければなりません。このことのために、神様は契約の箱を
入れる神殿を建てる未来をイスラエルに説明されたのです。

神様は幕屋を作られ、三つの祭りの祝福を説明され、契約の箱を通し
て、永遠のいのちの糧、完全な保護、永遠の背景を見せてくださいました。
イスラエルが忘れないように証拠も残されました。荒野の道の中で最も
必要な聖霊の力を受ける幕屋を備えられたのです。神様は幕屋中心に生
きるとき、必ず契約を成就されます。

契約の祈り
荒野の道のような現実の中で、神様の契約を握って礼拝の栄光を見せ

る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

71 番　みなささげまつり（新 50 番）
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Q.
現実の中に 1人だけ残ったと思いますか

あるクリスチャンが夢を見ました。
その夢には、彼が歩んできた人生の裏街道が広がっていました。
砂漠の砂の上には、彼が歩んできた足跡が
鮮明についていました。
生まれてから始まった彼の足跡は
最初は一人の足跡でした。

ところが、15 歳の頃から、彼の足跡の横に
別の足跡が現れました。
その時、彼は生まれ変わって、イエス様が彼の横で
彼とともに歩んでおられたのです。
しかし、数年後には一人の足跡だけでした。

彼はその時期をじっと考えてみました。
そのときは、彼があまりにも苦しい時期でした。

「主よ、私が最も苦しかったときに、
どこにおられたのですか。」
するとイエス様は

「その足跡はあなたの足跡ではなく、わたしの足跡だ。
わたしはあなたを背負って行った。」と言われました。

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読 _Ⅱ列 5 〜 6 章


