
使8:4 ～ 8　汚れた霊につかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行く
し、多くの中風の者や足のなえた者は直ったからである。それでその町に大きな喜びが
起こった。（7～ 8）

誰も行くことができない所に
行きなさい

世の中の人々は、わざわいと混乱に陥って、自ら放棄し、病気や紛争
が積み重なって落胆しています。誰も行くことができないと言う、まさ
にそこを生かすために、神様は私を呼ばれました。Remnant である私
は契約の旅程に向かっていますか。

1. サタンと思想にだまされたイスラエルと教会
サタンにだまされたイスラエル民族は、間違った唯一神思想と偏狭な
選民思想と福音でない律法主義と制度と伝統に陥りました。強大国に
よって国が強制的に分けられ、混血国家、偶像国家になって根本思想ま
で変わりました。イスラエルと教会は、誰も行くことができない、生か
すことができない希望がなくなった滅亡の地になってしまいました。

2. 誰も行くことができない所に行きなさい
誰も行くことができなくて、福音が一度も正しく伝えられなかったと
ころがたくさんあります。誰も行くことができなかったサマリヤの現場
に伝道者ピリポが福音を伝えました。霊的な病気から解放される証拠と
ともに肉体の病気もいやされました。どんなにのろいと滅びの現場で
あっても、福音が伝わるたびに神様は働かれ、大きな喜びの答えをくだ
さいます。

神様はみことばを成就し続けておられます。絶対不可能だという現場
で絶対可能の証拠を見せてくださいました。どこへ行っても契約を持っ
たRemnant は、誰も行くことができない現場で福音の道をあかしする
モデルです。

契約の祈り
誰も行くことができない現場で福音の道をあかしする契約の旅程の主
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

409番　渇きあえぐわが魂は（新 309番）

核心訓練メッセージ | 2020.5.9
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▢ 聖句暗唱 _イザ 53:5

▢ 聖書通読 _エス7～８章

2020 SEP 21 / 祈りの手帳

Q.
私は何にだまされていますか

一つ、自分自身にだまされないように
私は弱くて失敗したと自らだまします。
たとえ弱くても、神の子どもであることを悟って、
自分をだましてはいけません。

二つ、環境にだまされないように
貧困は大きな影響を与えます。
金持ちになるためには何でもします。
ただ福音の価値だけを握って、
サタンの誘惑にだまされてはなりません。

三つ、問題にだまされないように
もしかして問題や危機にあっていますか。
だまされないで待っていれば、
神様が働かれる祝福された機会であることを
確認することができます。

四つ、未来の心配ごとにだまされないように
未来が不安でどう生きるべきか心配です。
すると、まただまされます。
神様は私に向けた明らかな計画を持っておられます。

「もしあなたがたが人を赦すなら、私もその人を赦します。
私が何かを赦したのなら、私の赦したことは、
あなたがたのために、キリストの御前で赦したのです。
これは、私たちがサタンに欺かれないためです。
私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。」 
Ⅱコリ 2:10 ～ 11



出36:1 ～ 7　彼らは、聖所の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持って来たすべ
ての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人は、なおも朝ごとに、進んで
ささげるささげ物を彼のところに持って来た。（3）

荒野で起きた最初のまことの奇跡

世の中を生きていく中で、3つのことに目を開かなければなりません。
肉的な目、知識の目、そして霊的な目です。この目で時代のわざわいを
見て、わざわいをどのように食い止めるべきかを知ることができます。
神様は出エジプトの後、荒野の道を歩いていくイスラエルの民に、幕屋
を作るようにと言われました。幕屋と礼拝の中に時代のわざわいを食い
止める契約を入れておかれたからです。今日、私はどのような契約を握
るべきでしょうか。

1. 契約を握った者のOneness 祈りは奇跡を起こします
契約を握った人々が一つになって Oneness 祈るとき、神様は奇跡を起こ
されました。したがって、大きな勢力を恐れる必要はありません。紅海
の前で、モーセがささげた信仰の告白出14:14 を聞いて、イスラエルの民が
一つになったとき、神様は紅海を分ける奇跡を起こされました。福音の
契約を握ってOneness になって祈る今日が霊的戦争に勝利する日です。

2. 契約を握った何人かでも祈りの祭壇を築きなさい
多くの人のOneness の祈りが必要なのではなく、わざわいに会った
時代の中で契約を握った人のOnenessの祈りが必要です。7人ヨケベデ、モー
セ、アロン、イテロ、ヨシュア、カレブ、ラハブが契約によって一つになったとき、出エ
ジプトの働きが起こり、4人ハンナ、エッサイ、カレブ、ラハブが契約によって一つ
になって祈ったとき、ペリシテを食い止める奇跡が起きました。

現場と現実の中で、一人だけ残ったように見えるときがあります。ア
ブラハムはロトを送って、神様の前で祭壇を築き、ヤコブは何の方法も
ない状況の前で、ヤボクの渡しに一人で残って神様の前に祭壇を築きま
した。神様は福音と契約を握った人の祈りに必ず答えられます。

契約の祈り
私の現場と現実の中で契約を見る霊的な目を開いてくださり、現場と
時代のわざわいを食い止める霊的な力を知りますように。イエス・キリ
ストの御名によってお祈りします。アーメン

248番　ああうるわしきシオンの朝（新 550番）

インマヌエル教会 聖日1部 | 2020.5.10
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Q.
何に従って行きますか

光のない暗い夜
道を照らす明るい街灯一つは、
道を歩く人の不安な心に
安心感を与えます

今日、私たちが歩く
荒野の道のような人生の歩みに
神様がともにおられることで
私たちの道の
g 光になってくださるならば
私たちの荒野の道は
契約の旅程になります

「あなたのみことばは、
私の足のともしび、
私の道の光です。」
詩 119:105

▢ 聖句暗唱 _イザ 53:5

▢ 聖書通読 _エス 9章

出37:1 ～ 9　一つのケルブを一方の端に、他のケルブを他方の端に。ケルビムを「贖
いのふた」の一部として、その両端に作った。ケルビムは翼を上のほうに伸べ広げ、そ
の翼で「贖いのふた」をおおい、ケルビムは互いに向かい合い、その顔は「贖いのふた」
に向いていた。（8～ 9）

純金で作った契約の箱

神様はイスラエルの民が荒野の道を歩いていく間、エジプトで刻印さ
れて、根、体質になってしまった奴隷根性をいやすために幕屋を作るよ
うに言われました。幕屋を通してすべてをいやす福音、礼拝、祈りの奥
義を伝えてくださいました。その契約の中で純金より貴重な価値を発見
しなければなりません。はたして何でしょうか。

1. 契約は純金にまさる
契約の箱よりも契約の箱の中に入っている神様の契約がもっと重要で
す。契約の箱の中には次世代が見ることができる変わらない契約出16:31
と、神様が守って保護されたマナを入れたつぼ29:1～21と、神様の力が入っ
た芽を出したアロンの杖民17:8 ～ 13 が入っています。私たちは神様の確実
な契約を握って、民族と教会に永遠に残る契約と証拠を残さなければな
りません。

2. 幕屋、会見の天幕、天幕は純金にまさる
契約が伝えられる幕屋、礼拝をささげる会見の天幕、各自の家で契約
を味わう天幕の祝福が重要です。この時代にも、出エジプトの力を見る
ことができて、集中できる所、解決できない紅海の問題の前で奇跡が起
きた力を見る所、永遠な奥義である三つの祭りの祝福を生活で味わって
伝える所が必要です。神様は私の人生に、何とも変えることができない
幕屋の奥義を備えられました。

目に見える神殿建築が重要なのではなく、全世界の 237か国から人々
が来て、福音でいやされ、Remnant がサミットの答えを受けるシステ
ムが重要です。この契約が入っている祈りに神様は必ず答えられ、契約
を成就されます。

契約の祈り
目に見えない契約と神の国を成し遂げる重要な神殿建築に私の人生を
ささげますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アー
メン

379番　みことば聞きて（新 204番）

インマヌエル教会 聖日2部 | 2020.5.10
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▢ 聖句暗唱 _イザ 53:5

▢ 聖書通読 _イザ 40章

Q.
一度だけの人生

「ただ福音と完全福音
純粋な福音を伝える教会

永遠な福音の足跡を残す
教会となりますように

一度だけの人生の最後の機会に
永遠に残る人生の作品を残す
神殿になりますように」

- 賛美「237 の国を生かす教会」の中から -



ヨハ19:30、使 1:3　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。（ヨハ 19:30）

みことばの流れ
 - 歩んできた道、歩んで行く道

イエスはカルバリの丘の契約で歩んできた道の働きを完成され、オリ－ブ
山で歩んで行く道のミッションを与えられました。みことばの流れの中にいる
私は、みことばを成就するモデルです。現場で苦しみにあったりするでしょう
が、アイデンティティだけを確実に記憶すればよいです。みことばの流れの中
で、私はどのような答えを受けて、どのような答えを受けるのでしょうか。

1. 歩んできた道 カルバリの丘の契約、受けた答え

福音を受けて味わったら福音がない現場 Nobody で刻印、根、体質を変え
る荒野運動が起きました。出3:1 ～ 18 神様は使命を与えられて、絶対計画を
見て、道がないところNo wayで失ったことを回復するミツパ運動を起こしまし
た。Ⅰサム16:1 ～ 1324 時祈りを味わうことで、誰も知らない時刻表 No time にド
タンの町運動の答えを与えてくださいました。Ⅱ列2:9 ～ 11さらにみことばの成
就について行ったところダニ1:8 ～ 9、どこにもなかったNowhere 見張り人運動が
始まりました。その結果、みことば、祈り、世界 237か国を生かす作品が
出て、どこにもない答えNo answer が与えられ、教会が回復されました。

2. 歩んで行く道 オリーブ山の契約、受ける答え

今は福音運動の目標を確実にしなければなりません。マタ16:16、使 1:1 神様が
くださった6つの道具をもって人を生かして、Everybody 契約を回復することが
できます。使命を味わう中で、神様のミッションに集中して確信すると、すべ
てを配慮して受け入れて超越する道、Every way すなわち、ビジョンが回復さ
れます。祈りを味わうとき、聖霊の満たしの時刻表 Every time が来て、神様か
ら与えられた夢が回復されます。さらに、現場でみことばを味わうことによっ
て、すべての現場でわざわい地帯、死角地帯、黄金漁場を見る目が開かれ
Everywhere 正確な契約を回復することができます。結局、伝道を味わって、す
べてのことに答えを与える伝道者の生活 62の中で、ただ、唯一性、再創造
のシステムを回復するようになるでしょう。

契約の祈り
苦しみの中にいてもみことばの流れの中で契約だけ握りますように。
イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン

456番　主とともにあゆむ（新 430番）

2020副教役者修練会1講 | 2020.5.12
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▢ 聖句暗唱 _ヨハ 1:14

▢ 聖書通読 _イザ 43章

2020 SEP 24 / 祈りの手帳

Q.
絶対に苦しみにだまされてはいけない！

確実に話してあげることができます。
私はたくさんの苦労をしました。大丈夫です。
何の関係もありません。
そこに捕らえられないなら、貧しいのがよりましです。
しかし、閉じ込められると問題になります。

私と 20 ～ 30 年間ずっと一緒に活動してきた人々がいます。
彼らは私のことをよく知っているでしょう。
私は物質を絶対に汚く使いません。
私は主の働きをするときに
教会のお金を使ったことがありません。
その程度の器では、世界福音化はできません。
これはお金について問い詰めるのではありません。
献金であるためで、主の働きであるためです。

実は私はとても貧しく育ちました。
周りに貧困の奴隷になった人々をたくさん見ました。

「ああ、私はあんなことは絶対にしない」と思いました。

絶対に苦しみにだまされないでください。
だまされなければ学ぶことが多いです。
変な人に会ったなら本当に多くの知恵を学ぶことができます。
心配することは何もありません。
みことばの流れの中で
講壇メッセージと本部のメッセージだけを握ればよいです。



詩103:20 ～ 22　主をほめたたえよ。すべて造られたものたちよ。主の治められるす
べての所で。わがたましいよ。主をほめたたえよ（22）

サミットの働き

神様は私をすでにサミットとして呼ばれました。ただし、この事実を
発見するまで、いくつかのことをいやさなければなりません。長い間続
いてきた霊的問題と考え心、傷をいやし、さらに生活をいやすべきです。
このとき、キリストにあって、無能と深くに隠されていた病気もいやさ
れます。ついに、いやしを通した伝道、宣教を超えて次世代をいやすこ
とができます。神様が願われる契約を握ったとき、詩103:20 ～ 22 どのよう
な働きが起きるのでしょうか。

1. サミットが持って知っていること
霊的存在は、霊的旅程を進んでいます。救われた霊的存在には、三位
一体の神様がともにおられますが、偶像崇拝者には、サタンの霊が働き
ます。これが霊的科学です。ネフィリム時代に、サタンは人と教会を崩
す方法を知っています。そして世の中の流れと宗教をもって、ただ福音
運動をしないようにだまします。しかし、サミットとして呼ばれた私は、
カルバリの丘ですべてを完了されたイエス・キリストの契約とサタンが
すでにひざまずいたことを知っています。

2. 個人サミット、教会サミット、職場サミットのサミットキャンプ
学校でいくら優れた教育を受けても、個人を霊的サミットに立てるこ
とはできません。唯一な方法は、サミットタイムにサミット姿勢とサミッ
ト器を備えることです。個人サミットが集まって、教会が証人システム、
伝道システムを備える教会サミットになり、たましいの救い再生産の働き
が続くのです。さらに、彼らが産業現場に行って、生かす手伝いをして、
聖霊の満たしと力の証人となります。ついに、主のしもべとRemnant
を助け、神殿建築に励む秘密決死隊が起き上がって、死と迫害に勝つ殉
教精神を残すでしょう。

契約の祈り
サミットというアイデンティティをもって、人生と現場の霊的流れを
変えますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アー
メン

19番　たたえよひれ伏せ（新 65番）

2020副教役者修練会2講 | 2020.5.12

��
���������・金

▢ 聖句暗唱 _ヨハ 1:14

▢ 聖書通読 _イザ 60章

2020 SEP 25 / 祈りの手帳

Q.
神様が願われる教会

教会の中に証人システム、伝道システムがなければ
教会ではありません。
訓練をするときも、新しいシステムを作るべきです。
この訓練にいのちをかけて
献身するチームを募集しなければなりません。
優れた技能と福音を持ったサミットチームを
作らなければなりません。
さらに重要なことがあります。インターンシップチームです。

教会に世界 237 か国を伝道するシステム、
人を生かすいやしシステム、証人システムがなければ
それは教会ではありません。

教会は誰が集まるべきでしょうか。証人です。
教会は誰が集まるべきでしょうか。伝道する人々です。
教会は何を備えるべきでしょうか。現場を生かすシステムです。
この 3 つのことを準備するのがキャンプです。

「そこで、彼のことばを受け入れた者は、バプテスマを受けた。
その日、三千人ほどが弟子に加えられた。
そして、彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、
パンを裂き、祈りをしていた。」使 2:41 ～ 42



エス4:1 ～ 16　「行って、シュシャンにいるユダヤ人をみな集め、私のために断食をし
てください。三日三晩、食べたり飲んだりしないように。私も、私の侍女たちも、同じ
ように断食をしましょう。たとい法令にそむいても私は王のところへまいります。私は、
死ななければならないのでしたら、死にます。」（16）

霊的サミットの個人答え

多くの人は、大きな危機にあうときに、自分の安全を一番先に考えます。
しかし、濡れ衣を着せられたヨセフは、恨まないで周りの人から生かし
ました。死の危機の中で、ダビデは最後まで全体を生かす決断をしまし
た。エステルはどのように滅亡の現場を生かすことができたのでしょう
か。

1. エステルの契約とアイデンティティと現場
契約の神様は、親を失い、いとこモルデカイの養育を受けていたベニヤミ
ン族のアビハイルの娘、エステルハダサを王妃に立てられました。エス2:20
神様の時刻表を知っていたために、急いでユダヤ人であることを言いま
せんでした。また、最も決定的なときに、いのちをかけて、ユダヤ人で
あることを堂々と明かしました。悪いハマン総理の計略を崩して、全イ
スラエルの民の救いの働きプリムの祭りを成す主役になりました。

2. サミットタイム、サミット姿勢、サミット器
契約の神様は、契約の民に契約的祝福を与えられます。神の子ども、
Remnant を世界を生かすサミットとして呼ばれたので、契約を握って
「サミットタイム」を味わうことが優先順位です。当然についてくる答
えの時刻表を確認することが「サミット姿勢」です。のろいと滅亡と暗
やみに陥った現場をいやし、生かす「サミット器」の主人公であること
に感謝することができます。

世の中の成功者が世界を動かしているように見えます。しかし、神様は、
Remnant を霊的サミットとして呼ばれ、世界を生かしました。霊的問
題に陥って苦しんでいる世の中の成功者をいやす神様の恵みをください
ました。

契約の祈り
私をサミットタイム、サミット姿勢、サミット器を味わう霊的サミッ
トとして呼ばれた神様に感謝します。イエス・キリストの御名によって
お祈りします。アーメン

46番　たたえよ救いぬしイエスを（新 31番）

産業宣教メッセージ | 2020.05.16
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▢ 聖句暗唱 _ヨハ 1:14

▢ 聖書通読 _イザ 61章

2020 SEP 26 / 祈りの手帳

Q.
霊的サミットの旅程

福音の中にある霊的サミットの道に行きなさい
霊的問題はただ福音だけで解決できます
他に答えはありません
福音が刻印された分だけ成り立ちます

福音の中にある私ははたして誰でしょう
三位一体の神様は今も働かれます
神の子どもの身分を豊かに味わいなさい
神の子どもの権威を堂々と使いなさい

「エステルは、モルデカイが彼女に命じていたように、
まだ自分の生まれをも、自分の民族をも明かしていなかった。
エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように、
彼の言いつけに従っていた。」エステル 2:20


