
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)

神様が願われること

神様が最も願っておられることは伝道、宣教です。私の人生が伝道、
宣教と関係ないならば、私は世の中のために生きているのも同然です。
聖書には神様の願いをのがしたイスラエル民族が体験した歴史と、神様
の願いを悟った少数を通して起きた奇跡の歴史が記録されています。そ
れなら今日、私が神様の願いを置いて回復しなければならないことは何
でしょうか。

1. 神様が願われる者の献身絶対契約と神様が願われる献身絶対計画

神様は、神様が願われることは必ず成就すると信じてすべてのことを
献身する者を必要とされています。神様はその人々が神様が願われるこ
とを絶対契約として握るようにされます。そして、彼らの献身を通して
絶対契約を成就されます。これが神様の絶対計画です。

2. 神様の未来を見た献身絶対時刻表

ヨケベデは神様の絶対契約と計画を見て、三つの重要な献身を回復し
ました。神様が霊的サミットを必要とされる理由を知って真実に祈り、
そして、息子モーセがその霊的サミットの内容と姿勢を持つようにメッ
セージを伝えました。王宮に送る決断と実践で、サミットの器を整える
ように未来のための重要な献身をしたのです。

今日神様に献身することによって、世界を変化させる答えを味わうこ
とができます。この答えは暗やみに閉じ込められて滅びていく世の中に
光を照らして、すべてを生かすのです。ただ神様と神様の力によってだ
け可能です。

契約の祈り
全世界 237 か国を生かすシステム、いやし 24 システム、サミット
24システムに献身しますように。イエス・キリストの御名によってお
祈りします。アーメン

275番　罪の淵におちいりて（新 498番）
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▢ 聖句暗唱_Ⅰコリ15:4~5

▢ 聖書通読 _ダニ 4章

Q.
絶対

「絶対」という単語に
隠されている最も核心の意味は

「完全だ」です。

この世には、どんなものも
完全なことはありません。
その意味を付与できる概念と
価値は、より一層ありません。

ただ私たちが信じて信頼する
神様を通して
完全を見つけることができます。

私にくださった絶対契約、
絶対計画、絶対時刻表は
完全な神様を先に信じる時に
見えて、悟れるようになります。

これが
神様の「絶対」を体験する
正しい始まりです。

申 21:5　そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らは、あなたの神、主が、ご自
身に仕えさせ、また主の御名によって祝福を宣言するために選ばれた者であり、どんな
争いも、どんな暴行事件も、彼らの判決によるからである。

神様と疎通

神様の人は、神様と疎通する人であれば良いのです。その中で、教役
者には礼拝権と祝福権、判決権が与えられました。重職者には正しい使
命を伝え、Remnant には神様の方向に合わせるようにされました。こ
の事実を知って聖書全体で必ず確認して記憶すべきことがあります。そ
れは何でしょうか。

1. 聖書全体の流れ－時代に向かったメッセージ
聖書全体の流れと本部メッセージを通して、時代に向けた神様のメッ
セージを見ることができます。キリストが完了されたカルバリの丘の契
約、ヨハ19:30 神の国のことと、聖霊の満たしを約束されたオリーブ山の
契約、使1:1、3、8 そして、契約を握った者が派遣 1:14 された流れです。

2. 聖書全体の流れ－教会から現場へ
この流れが教会に伝えられました。教会を通して約束された聖霊の働
きが起き、恵みの主役が立てられました。使2:1 ～ 4 神様の約束のメッセー
ジを宣言して、未来のことを説明しました。2:14 ～ 21、17 ～ 18 この流れが
現場に伝えられ、毎日、神様の働きが起きました。2:9～ 11、14～ 42、45～ 47

そのときから、24の答えが始まります。神の子どもには、すべての時
間が神様が答えてくださる時間です。したがって、今の苦しみは、時代
に向けた神様のメッセージであり、答えになります。

契約の祈り
神様と疎通する祝福の中にいることができますように。聖書を見て神
様が呼ばれた明らかな理由を契約として握りますように。イエス・キリ
ストの御名によってお祈りします。アーメン

507番　主の心にしたがい（新 455番）
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▢ 聖句暗唱_Ⅰコリ15:4~5

▢ 聖書通読 _ダニ 5章

Q.
神様と疎通する奥義

神様が最も願っておられることを、
神様が持っておられる絶対計画を
契約として握る人

神様は今日も契約を握る者を
探しておられます。

「それから、彼を退けて、
ダビデを立てて王とされましたが、
このダビデについてあかしして、
こう言われました。
『わたしはエッサイの子ダビデを
見いだした。
彼はわたしの心にかなった者で、
わたしのこころを余すところなく
実行する。』」使13:22

「彼らは、私の心をも、
あなたがたの心をも
安心させてくれました。」
Iコリ 16:18



出38:1 ～ 7　ついで、彼は、アカシヤ材で全焼のいけにえのための祭壇を作った。長
さ五キュビト、幅五キュビトの四角形で、高さは三キュビト。(1)

全焼のいけにえの祭壇

神様は明らかな計画を持っておられます。そして、この計画を必ず成
し遂げられます。神様のみことばを通して神様が願われることを契約と
して握って、その中で私にくださった祝福を見つけなければなりません。
神様が私にくださった祝福とそれを伝えるミッションは何でしょうか。

1. 神様がくださるミッション
神様がパウロのそばにフィベ、プリスキラ、アクラ夫婦のような重職
者に会うようにされた理由は何でしょうか。また、パウロが現場に行く
とき、テキコがともにいるようにされたのはなぜでしょうか。パウロは
神様が会うようにされた人に、正確なミッションを与えるお手伝いをし
ました。このように、すべての人に伝道のために準備された神様の計画
を見つけて、それを分かるようにすることが重要です。

2. 聖書の中の流れ
神様がモーセとアロンを呼んで三つの祭り、幕屋を知らせて、民に伝
えるようにされました。サムエルに契約の箱と、それを入れる神殿につ
いての契約を与えられ、これをダビデに伝えるようにされました。エリ
ヤを呼んでエリシャを立てることと、7千弟子が残っていること、王を
変えることを約束して成就されました。そして、私はキリストから受け
た奥義を伝える代理人の祝福を受けました。

教会の中に神様が備えられたミッションを見つけるチームが必要です。
すべての重職者、信徒が神様が願われることを見つけて、サミットのミッ
ションを握らなければなりません。これが私と私たちの教会が受ける祝
福です。

契約の祈り
神様が願われることをミッションとして握って、これを成就させる主
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

79番　主に逃れよ（新 70番）
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2020 OCT 07 / 祈りの手帳

Q.
神様が
最も願われること

今日、私に与えられた仕事が
神様が最も願っておられる伝道と
どのような関係があるのでしょうか。

神様が最も喜ばれることならば
私たちの失敗と関係なく
神様が守ってくださいます。

▢ 聖句暗唱_Ⅰコリ15:4~5

▢ 聖書通読 _ダニ 6章



使2:17～ 18　神は言われる。終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、
あなたがたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。(17)

神様の方法
－旅程を知らせる巡礼者

私は神様の旅程を歩み、この旅程を知らせる巡礼者です。巡礼者は、
神様がどのように契約を成し遂げられるかということと、将来のことを
知らせる者です。巡礼者である私が必ず知って、歩み、伝えなければな
らない旅程は何でしょうか。

1. 巡礼者の旅程
神様がアブラハムの家庭を呼んで与えられた元祖の旅程、祭司の部族
モーセを呼んで与えられた回復の旅程、主のしもべサムエルを呼んで与
えられた成就の旅程、エリヤとエリシャを呼んで与えられた征服の旅程、
ペテロとパウロを呼んで与えられた完成の旅程でした。神様は神様の契
約を必ず成し遂げられるので、旅程の中には神様の方法が入っています。

2. 他の巡礼者を生かしなさい
神様が歩むようにされた旅程の中で神様の方法を見つけるなら、他の
巡礼者を生かす主役になります。地上のすべての民族は、あなたによっ
て祝福され、契約に従っていく旅程の中で、私によって全世界が祝福さ
れるという神様の約束を発見するようになります。神様のみことばを伝
えるその時間に、神様が直接働かれます。神様が私を巡礼者の主役とし
て、絶対主権者のミッションを伝える代理人と呼ばれました。

問題は全部サミットの祝福であり、神様がともにおられる旅程の祝福
を受ける機会です。神様がくださるサミットと旅程の契約を握れるよう
に助けることが、私がしなければならないことです。このようなインター
ンシップチームが教会に必要です。

契約の祈り
契約の旅程を歩む多くの人の前に、証人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

456番　主とともにあゆむ（新 430番）
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Q.
巡礼者の旅程

福音が途絶えた時代
福音を持って伝えた巡礼者が歩いた旅程があります。

アブラハムを呼んで
わたしがあなたに示す地に行きなさいと仰せられ、
ヨセフを通して成就された

元祖の旅程

モーセを呼んで
血のいけにえの奥義と
荒野を歩むときに与えられた三つの祭りと幕屋の奥義、
これを次世代に刻印させる奥義まで働かれた

回復の旅程

サムエルに契約を与えられて
ダビデに伝え、ペリシテを征服して神殿準備まで、
失われた契約を回復して成就させる

成就の旅程

エリヤを通して偶像との霊的戦争に勝利するようにさせて
エリシャを通してドタンの町運動を成し遂げられた

征服の旅程

十字架で完了された契約を伝えられた
ペテロを通してマルコの屋上の間から
ローマを生かすパウロとローマ 16 章の答えの

完成の旅程

今、私たちもその中に入って

契約の旅程を歩んでいます。

▢ 聖句暗唱 _Ⅰヨハ 3:8

▢ 聖書通読 _ダニ 7章



私は神様が与えてくださった権威を知って味わう契約伝達者です。キ
リストの大使として受けた祝福を伝えるのです。はたして、キリストの
大使として受けた祝福は何でしょうか。

1. キリストの大使
キリストの大使である私は、まことの王、まことの預言者、まことの
祭司であるキリストの奥義を持ちました。そしてまた、キリストを通し
て受けたこの権威を伝える使命が与えられました。

2. わざわい時代を生かしなさい
イスラエルがわざわいを受けた時代を見ると、知ることができるポイ
ントがあります。神様が福音を伝える伝道者にそれにふさわしい恵みと
力を与えられたのです。私が生きていく今でも同じです。わざわい時代
を見て、権威ある契約を伝えることが、私に与えられた祝福です。神様
はこの契約を握ったモーセとアロンを重要に用いられ、時代ごとにサム
エル、エリヤとエリシャ、イザヤのような人物を用いられました。

わざわい時代を生かす契約を真実に握ったとすれば、秘密決死隊のよ
うな人々が出てくるようになります。自分のすべてのことをもって時代
を生かすのです。みことばが成就して、働かれることをフォーラムして、
それを持続するのです。この契約を持って祈れば神様は必ず答えてくだ
さいます。

契約の祈り
神様から与えられた福音の奥義で、時代のわざわいを食い止めること
に用いられますように。イエス・キリストの御名によってお祈ります。
アーメン
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Q.
時代を見る目

奴隷になってしまったイスラエルの状況を
どのように見渡すべきでしょうか。

長老はなげいていて、
指導者はすでにあきらめてしまった状態です。

しかし、そうではありません。
偶像を倒す絶好の機会です。

契約を知っている唯一の人ならば
神様がご覧になるのに、その人ではなければなりません。

私は絶対不可能ですが、
神様は絶対可能なので
私を通して時代とすべてを生かす事を行われます。

絶対不可能な時代を見て
その中で私が必ずしなければならない理由を見つけることが
時代を見る目です。

▢ 聖句暗唱 _Ⅰヨハ 3:8

▢ 聖書通読 _ダニ 8章

I ペテ 2:9　しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所
有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の中に
招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです。

伝達者

276 番　灯台はるか（新 510番）



神様の契約を握った者には必ずあらかじめ答えがきます。答えがない
ように見える理由は、問題を神様の前に置くことなく、間違ったことな
のにあきらめないので、神様が答えを遅らせておられるためです。神様
は福音を回復する絶対契約を握ることを願っておられます。それなら、
私があらかじめ受けなければならない答えの内容は何でしょうか。

1. 先に答えられること
契約的で、根源的な答えです。神様から与えられた契約を握るならば、
神様が最も願っておられ、優先的に行わなければならないことを知らせ
てくださり、未来を知らせてくださいます。神様の契約である世界福音
化を真実に握った者は揺れません。

2. お手伝い
あらかじめ答えとして受けたことを伝えなければなりません。神様が
私に契約をくださり、それを信徒に伝えて、その現場でお手伝いをする
のです。現場で神様から与えられた契約に従ってミッションを成し遂げ
る弟子を立てて、伝える働きに私たちを用いてくださいます。神様の契
約の中にいるならば、みことばが成就して、答えは来るしかありません。

イエス様が約束されたとおり、また他の人を教えて、地の果てまで証
人になる祝福が私たちに準備されています。イエス様が私たちにくだ
さった祝福が持続するように、引き続き再生産されることが重要です。

契約の祈り
神様の働きのために私たちを用いてください。契約に従ってあらかじ
め答えを受けて、神様の契約を伝えることができますように。イエス・
キリストの御名によってお祈りします。アーメン
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Q.
あらかじめ答え

一歩先を行くこと、
神様が備えられたことをあらかじめ答えられることが重要です。
それでこそ勝つことができます。

そうでなければ、世の中と競争をしなければなりません。

神様から与えられた契約に従って
一歩だけ先を行くならば
他の人はついてくるしかありません。

戦わずとも勝つ祝福が
私たちに備えられています。
神様は私たちを
世の中を生かす伝道者として呼ばれたからです。

▢ 聖句暗唱 _Ⅰヨハ 3:8

▢ 聖書通読 _ダニ 9章

使1:3　イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに現われて、神の国のことを語り、
数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。

あらかじめ答え

399 番　さかえの王にます主の（新 546番）


