
マタ28:20　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。」

伝道弟子のノート

伝道弟子のノートには「伝道弟子は何を、どのように24時するのか」が整理さ
れています。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、パウロが苦
しい状況の中で勝つことができたのは、24時の祝福With、Immanuel、Oneness を味わっ
ていたからです。ヘブル人への手紙 11章の人々、初代教会の信徒とパウロも同じ
でした。それならば、私が味わうべき24時の祝福は何でしょうか。

1. 伝道弟子が持ったこと持つこと - 21の伝道者の生活
神様のみことばから21の生活を見つけましょう。そのとき、まことの祝福
を味わうようになります。

2. 伝道弟子が味わったこと味わうこと - 祈り5つ
私に来た問題や病気は、祈りで神様に集中する時刻表です。そのとき、ま
ことの幸せを味わうようになります。

3. 伝道弟子が見つけたこと見つけること - タラント7つ
神様は神の子どもにサミットへ行く道を知らせてくださいました。そのとき、
世の中を生かすまことの力を整えるようになります。

4. 伝道弟子が見たこと見ること - 流れ 9つ
現場で聖霊の導きを受ける9つの流れがあります。そのとき、まことの勝
利をするようになります。

5. 伝道弟子が回復したこと回復すること - 20の伝道戦略
私のすべてが伝道とつながらなければなりません。そのとき、まことの成功
をするようになります。

24時祈りの中にまことの幸せがあります。24時味わう中にまことの力とまことの
答えがあります。24時幸せな奥義の中にいやしの力が現れます。今、この祝福を正
しく味わうことができます。

契約の祈り
伝道者の生活 62を味わう祝福を与えてください。イエス・キリスト
の御名によってお祈りします。アーメン

256番　目をあげ天を見よ（新 515番）
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▢ 聖句暗唱 _イザ 7:14

▢ 聖書通読 _イザ 6章

Q.
私の 24時間？

誰でも何かを 24 時間しています。
麻薬を 24 時間、お酒を 24 時間、
ゴルフを 24 時間、登山を 24 時間、
釣りを 24 時間、病気を 24 時間、
あるいは何も考えない 24 時間。

あなたは何によって
24 していますか。

「いつも喜んでいなさい。
  絶えず祈りなさい。
  すべての事について、
  感謝しなさい。
  これが、
  キリスト・イエスにあって
  神があなたがたに
  望んでおられることです。」

I テサ 5:16 ～ 18

出29:38 ～ 46　これは、主の前、会見の天幕の入口で、あなたがたが代々にわたって、
絶やすことのない全焼のいけにえである。その所でわたしはあなたがたに会い、その所
であなたと語る。その所でわたしはイスラエル人に会う。そこはわたしの栄光によって
聖とされる。(42 ～ 43)

毎日体験する出エジプトの力

神様は荒野の道を歩いていくイスラエルの民に朝、夕に全焼のいけに
えの祭壇を築きなさいと言われました。朝、夕に神様に会うなら、荒野
の道は問題にならないからです。神様に会うその時間は、人とサタンの
声でなく、神様の契約を心に入れる最高の時間です。それなら、私はど
んな祭壇を築くべきでしょうか。

1. 福音の霊的力を体験する祭壇
神様は人がまったく教えることができない福音の霊的力を体験するこ
とを願っておられます。神様は、幼いときに血の契約を聞いて心に入れ
たモーセが 80歳になったとき、出エジプトの主役として用いられまし
た。私もやはり血の契約を毎日味わうならば、私の人生にも出エジプト
の働きが始まります。

2. 解放の力を味わう祭壇
イスラエルの民はエジプトに行く前からすでに奴隷状態のようでした。
エジプトに行ってから、実際の奴隷になったのです。出エジプトしたの
ちにも、サタンの霊的奴隷としてずっと苦しめられました。神様は、荒
野でイスラエルの民にサタンの奴隷から完全に解放させる三つの祭りの
祝福をくださいました。この解放の力である福音を朝と夕ごとに味わわ
なければなりません。

神様は神の子どもを暗やみとのろい、すべてのサタンの奴隷になった
ことから解放させて、世の中を生かすことができる福音の力をください
ました。今日、神様の前でこの福音の力を味わう祭壇を築くとき、神様
は私にも聖書の中の人物と同じ答えをくださるでしょう。

契約の祈り
新しい祭壇を築き始める今日になりますように。私の現場で神様の力
を確認できますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン

175番　み霊よわれ歌う時（新 175番）
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▢ 聖句暗唱 _イザ 7:14

▢ 聖書通読 _イザ７章

Q.
選択

「彼は主のため、
そこに祭壇を築き、
主の御名によって祈った。」創 12:8

「マムレの樫の木のそばに来て
住んだ。そして、そこに
主のための祭壇を築いた。」創 13:18

何も持っているものがなくて
何の力もない
アブラハムの現実の中で
アブラハムは神様の前で
祭壇を築く選択をしました。

この選択の前に神様は
アブラハムに 318 人のしもべを
導く祝福をくださり
時代のわざわいを止める力を
与えてくださいました。

今日、私たちが神様の前で
祭壇を築くこの時間に
神様はアブラハムに
注いで下さった五力
霊力、知力、体力、経済力、人材力を
私たちに与えてくださいます。



出30:1 ～ 10　それをあかしの箱をおおう垂れ幕の手前、わたしがあなたとそこで会う
あかしの箱の上の『贖いのふた』の手前に置く。(6)

天に届く香

神の子どもは、この地に生きる間、荒野の道を行くのですが、この道
は事実は神様の絶対計画であるカナンへ行く道です。重要なのは、いつ
どこででも、神様がともにおられるという約束です。考えと心、からだ、
たましいが御座の祝福と一つになる祈りの祝福によって神様がともにお
られることを味わうとき、神の子どもの祈りは一つももれなく香ととも
に壇の器に入れられます。この香の奥義がキリストです。それなら香と
壇の祝福は何でしょうか。

1.「贖いのふた」とあかしの箱の前に香の壇を作りなさい
「贖いのふた」の前に香の壇を作るのは、のろわれるしかない創世記 3
章の原罪とサタンの問題を完全に解決されたキリストの奥義を味わうこ
とです。神の子どもがキリストの御名で祈るとき、暗やみの勢力は崩れ
ます。あかしの箱の前で香の壇を作るのは、契約の箱の祝福をそのまま
味わいなさいということです。神様の契約が成就して、神様が保護して
くださり、神様の力を体験する祝福が神の子どもに与えられています。

2. 毎日ささげる香の壇の祝福
毎週講壇のみことばを握って、福音によってすべてを生かして、神様
がくださった契約を次世代に伝える香の壇の祝福を毎日味わうことが重
要です。契約を握って祈るとき、私の祈りが天に届けられ、神様は正確
に答えてくださいます。

私はキリストの御名で香がある壇を築いて、天に届けられる祝福を味
わう確実な祝福の中にいます。神の子どもである私にくださった福音の
香の壇が全世界 237か国を生かして、いやして、Remnant をサミット
にする祝福につながるように祈れば良いのです。

契約の祈り
神様とともにいることを味わって、私の現場で福音を語る証人の祝福
がいっぱいになりますように。

480番　祈るこのとき（新 361番）
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Q.
祈り

いのり
作詞／作曲：クォン・ジョンミン

過去も未来も私の道 ただ主ひとり

握るときを それは祈り

いつもともにおられる方 私の主

握るときを それは祈り

祈りの中にすべてがある

ヒゼキヤ王の答え　

エリヤの勝利パウロの現場　

世界生かす そのみわざ

私は祈る　その御名とわに

イエスはキリスト

私は祈る　その御名とわに

イエスはキリスト

契約を握った祈りは
天に届けられて
必ず答えられます。

聖書の中の証人の祈りに
答えられた神様は
今日、私の祈りを聞いて
答えてくださいます。

▢ 聖句暗唱 _イザ 7:14

▢ 聖書通読 _イザ 60章

Ⅰサム17:1 ～ 58　サウルはダビデに言った。「若者。あなたはだれの子か。」ダビデは
言った。「私は、あなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。」 (58)

契約を握った産業人

普段、サミットタイムを持つと、神様がくださる力を得て、サミット
の姿勢を備えることができます。また、神様の時刻表にしたがって、サ
ミット作品が出ます。非常時になると、時代を生かす重要な時刻表にな
ります。その代表的な人物がエッサイです。エッサイが受けた祝福は何
でしょうか。

1. 時代を見た産業人 Ⅰサム17:1 ～ 58

ペリシテがイスラエルを侵略しました。ペリシテの巨人ゴリヤテが戦
争の条件として、1対 1の戦いを要請しました。イスラエルのすべての
人が彼を見てとても恐れ、逃げました。このとき、エッサイがダビデを
お使いに出して、しるしを持って来るように言いました。戦場に出たダ
ビデは、神の霊が激しくくだりました。

2. 時代を生かす産業人 Ⅰサム17:58

ダビデがゴリヤテを一度で倒しました。ゴリヤテの頭を持って、サウ
ル王の前に出ました。「若者。あなたはだれの子か。」という質問にダビ
デは、「私は、あなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。」と答
えました。エッサイの小さなお使いが、神様の大きな計画を成すターニ
ングポイントになりました。Remnant が答えを受けると、主の御名を
高めて、両親の故郷が生かされます。

聖書の「エッサイの根株」イザ11:1 という表現は、弱くなったように見
える状況で、キリストを預言しながら書かれた単語です。「エッサイの根」
イザ11:10、ロマ 15:12、黙 22:16 は、成功的なことを説明するときに書いた表現
です。神様はこの祝福を契約を握った私にもくださいました。

契約の祈り
契約を握って時代を見渡し、時代を生かす重職者産業人になりますよ
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。

351番 このみの生くるは ( 新 321番 )
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▢ 聖句暗唱 _マタ 16:16

▢ 聖書通読 _Ⅰサム 17 章

Q.
神様の大きな計画を
成し遂げるポイント

「難しい現場を選択しなさい。
苦しみに会うときに
献身しなさい。
危機が生じたときに
オールインしなさい。」

教会でしている小さな奉仕
それが福音のためのものならば、
必ず時代的な答えが
与えられます。



出2:1～10　その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。
その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名づけた。彼女は、「水の中から、
私がこの子を引き出したのです」と言ったからである。 (10)

歩んで来た30年の始まり-モーセ

Remnant は、両親からもらったタラントを発見する目と、私がすべ
きことを見る目、そして、神様がなさることを見る目を持つべきです。
上手にできることを発見して専門性を備えて、最も低い姿勢で基礎を整
えて、もっとも高い目標に向かって適切な時刻表に挑戦すべきです。何
よりも、神様がくださった救いの恵みと証人の使命を味わうことによっ
て、世界福音化という神様の働きを見ることが重要です。モーセはどの
ようにこのことの証人になったのでしょうか。

1. モーセの出生と神様の召し
パロ王がイスラエルの男の子をみな殺しなさいと命令しました。しか
し、契約を持ったヨケベデは、息子のモーセをナイル川に流して、エジ
プトの王女に発見されたモーセは、エジプトの王子として 40年間過ご
してから、ある事件がおきました。イスラエルの民を苦しめるエジプト
人を殺して、ミデヤンで40年間生活するようになったのです。以降、モー
セは 80歳に神様に召されて、40年の荒野生活を始めました。

2. 出エジプトと三つの祭りの契約、そして、荒野生活
モーセはエジプトに戻ってイスラエル民族を解放してくださいと言い
ましたが、パロ王の迫害はもっとひどくなりました。このとき、神様は
10の奇跡出5:1 ～ 12:51 を起こして、出エジプトするようにしてくださいま
した。また、キリストの血の契約出23:15 を意味する過越祭、聖霊のみわ
ざを意味する初穂の刈り入れの祭り、出23:16 神の国の背景を意味する仮
庵祭 23:15 の契約をくださいました。荒野生活の中でも重要な答えとして
いつもともにおられました。出14:19

モーセは王宮での生活 40年間で知性を、ミデヤン生活 40年間霊性
を育てて、荒野生活 40 年間永遠の契約を確認しました。この時代の
Remnant である私にも神様がくださった契約があります。この契約を
正確に握るとき、祈りの力で現場を生かすようになります。

契約の祈り
モーセのように神様の契約を握って、現場で神様の力を現す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。

434番 すくいぬしイエスと ( 新 384番 )
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Q.
契約を正しく握るとき

答えを受けるには重要な
いくつかのことがあります。
みことばを聞くときごとに、
瞬間的に握る契約があります。
これがとても重要です。
フォーラムをするとき、
聖日に礼拝するとき、いつでも
握るべき契約があります。

契約を正確に握ると、
祈りが成り立ち始まります。
契約を正確に握ると、
定刻祈りが始まります。

その祈りの力は
必ず現場につながります。
このときから証人になるのです。
24 時祈り、その次に、未信者が
絶対について来ることができない
25 の答えが与えられます。

これが永遠と関係があるのです。
これが今、
契約を握るべき理由です。

▢ 聖句暗唱 _マタ 16:16

▢ 聖書通読 _出 1章

出32:1 ～ 14　すると、主はその民に下すと仰せられたわざわいを思い直された。 (14)

焦りをいやしなさい

イスラエルの民が行く道は、何度もふさがれましたが、そのたびに神
様はいつも彼らを勝利させてくださいました。しかし、イスラエル民族
が再び自分の道をふさぐことをしてしましました。モーセがシナイ山か
ら早く下りて来ないという理由で、金の子牛を作って拝んだのです。背
後のサタンは偶像、宗教、文化を通して良く見えることを与えるようで
したが、これはすべて誤ったことでした。サタンは今も焦り、争い、世論、
過去を通して、信徒が行く道を止めています。これをどのように解決す
べきでしょうか。

1. 神様の契約を握りなさい
暗やみは神の子を神様の契約の中に留まることができないように働き
かけます。しかし、偶像を造って罪を犯したイスラエルの民族のために、
モーセが神様の前で赦しを求め、切迫して契約を握った理由があります。
決して契約は変わらないということを、彼は知っていたためです。

2. 契約祈りと悔い改め祈り
契約を握る瞬間からは、契約祈りが始まります。どんな状況の中でも、
契約を握って祈るその時間に、神様は暗やみとサタンを完全に縛り上げ
てくださいます。そして、私たちは悔い改め祈りを回復しなければなり
ません。神様に悔い改め祈りをするとき、神様はみこころを変えてくだ
さり、暗やみも完全にひれ伏すことを見るようになります。

私たちは争いと焦りをいやすべきです。今日、一人が契約を正しく握
るだけで、神様は私と教会、そして、世の中をいやしてくださいます。
そのため、今この瞬間、神様の契約を堅く握って、祈りの中に入れば良
いのです。

契約の祈り
神様の契約を握って、祈りで悔い改めるとき、すべての暗やみが崩れて、
神様のみこころが私に回復する祝福を味わいますように。イエス・キリ
ストの御名によってお祈りします。アーメン。

455番 主にすがるわれに ( 新 370番 )
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▢ 聖句暗唱 _マタ 16:16

▢ 聖書通読 _出 2章

Q.
ダビデの悔い改め
詩篇 51篇

ダビデは恐ろしい罪を犯して、
生涯にもっとも大きな汚点を
残しました。
それによって、
預言者ナタンを通して
神様に叱られ、ダビデは
罪を犯したことを認めて
悔い改めます。

ダビデがささげる
悔い改めのポイントを
静かに見なければなりません。
彼は自分が受ける刑罰が
恐ろしくありませんでした。
ただし、神様の霊が彼から離れて、
彼に救いの祝福と喜びが
取り去られることを恐れました。
詩 51:11 ～ 12

もしかして、私は、
神様が私と 24 時ともにおられる
祝福の価値を
逃してはいませんか。


