
ヘブル人への手紙 11章に記録された信仰の人物たちは、この世は彼
らにふさわしくない時代のメンターでした。この時代を生きていく重職
者も時代のメンターとして呼ばれました。強大国がサタンの奴隷になり、
強大国の奴隷である弱小国は、エジプトの偶像を作ったイスラエルの民
のように、サタンのお使いをして生きています。この時代を見て、重職
者はどのようなメンターの役割を果たすべきでしょうか。

1. 教役者と信徒のメンター
重職者はすべての教役者の助ける者、同労者、家主です。このアイデ
ンティティを失うと教役者を助けることができないだけでなく、分裂と
葛藤を起こします。さらに、主のしもべを助け、全信徒に神様のみここ
ろを伝える重要なメンターの役割をしなければなりません。千人隊長、
百人隊長、五十人部長、十人部長制度を立てたイテロ、出18:13 ～ 27 ハン
ナとエッサイ、ドタンの町運動を準備したオバデヤ、Ⅰ列18:1 ～ 15 ネヘミ
ヤ、ネヘ1:1 ～ 12 死を覚悟して全ての民に断食を要請したエステル、エス4:1
～ 16 そして、名前のない初代教会の重職者たちがその証人です。

2.Remnant のメンター
伝道者がRemnant がいる会堂に入り込むたびに重職者がともにいま
した。使17:1 18:4、19:8 特に講堂 19:9 ～ 10 と市場 17:5 のような産業現場で、
伝道者とともにいながら重要な役割を果たしました。

時代を正しく見ると、福音がないために滅亡するしかないわざわい地
帯が見えます。わざわい地帯を見た者は、他のことをする必要はありま
せん。このときから重要なサミットのモデルとしての祝福を受けるよう
になるでしょう。

契約の祈り
霊的な目で時代を見ますように。主のしもべを助け、全信徒と
Remnant のメンターとしてわざわい地帯を生かしますように。イエス・
キリストの御名によってお祈りします。アーメン
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2020 OCT 12 / 祈りの手帳

Q.
時代を見るメンターの目

ヘブル人への手紙 11章

1 信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信さ
せるものです。

2 昔の人々はこの信仰によって称賛されました。

3 信仰によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたこ
とを悟り、したがって、見えるものが目に見えるものからでき
たのではないことを悟るのです。

...

39 この人々はみな、その信仰によってあかしされましたが、約
束されたものは得ませんでした。

40 神は私たちのために、さらにすぐれたものをあらかじめ用意
しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということ
はなかったのです。

▢ 聖句暗唱 _Ⅰヨハ 3:8

▢ 聖書通読 _ダニ 10章

ヘブル11:38　――この世は彼らにふさわしい所ではありませんでした――荒野と山と
ほら穴と地の穴とをさまよいました。

時代のメンター

275 番　罪の淵におちいりて（新 498番）



重職者が時代のわざわい地帯を見るとき、重要な答えが始まります。
ユダヤ人が成人式を通して次世代にミッションを与えたように、サミッ
トにミッションを与えるサミットのモデルとして立つようになるので
す。しかし、これはもう一つの特別なプログラムではありません。24
時祈りで普段から神様の恵みを味わう中で、危機の中で答えを見つけ、
他の理由と動機なしに現場をひっくり返すミッションを与えることで
す。このときに来る答えがあります。

1. みことばのサミット
正しいミッションを悟ったとき、天地開闢の答え、すなわち、みこと
ばサミットとして立つようになります。イテロとラハブ、エッサイ、オ
バデヤ、モルデカイ、ガイオ、プリスキラとアクラ夫婦がその証人です。
彼らが正確なミッションを握ると、彼らの力を超える契約が成就されま
した。

2. 霊的サミット、技能サミット、文化サミット
みことばを正しく握らなければ、霊的サミットになることはできませ
ん。霊的サミットは、世の始まる前からあった三位一体の神様の働きを
知って味わう中で、62の生活を生きていきます。そして、上からくだ
さる祈りの課題を持って、ただ、唯一性、再造像の答えを体験するよう
になります。このとき、24時を超える 25時の働きを体験して、永遠な
作品を残す文化サミットとして立ちます。この答えは、誰も止めること
ができません。

このとき、目に見える現場があります。福音が必ず必要な死角地帯です。
そこでやることと、やってはいけないことが見えます。また、今から至
急に備えなければならない部分を見るようになるでしょう。

契約の祈り
みことばにあって、正確な契約とミッションを握りますように。霊的
サミット、技能サミット、文化サミットとして死角地帯を生かしますよ
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
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2020 OCT 13 / 祈りの手帳

Q.
天地が開闢されること

24 時祈りをしながら見ると分かります。
しなくてもよいことをしているのが見えます。
その後、まことにすべきことが見えます。

まことの伝道をすると
教会に「私はこのように伝道します」と
計画書を出す必要もありません。
そのうえ「いくらください」と言うなら

「あなたの仕事からはっきりしなさい」と言いたくなります。
実際の現場に行くと、他のことは必要ありません。
むしろ現場で恵みを受けて変化した者が
個人的に私を助けてくれると、

「これを受けてもよいのか、いけないのか」
と悩むようになります。
しかし、偽の伝道をして歩き回ると
交通費、旅行費などの費用が多くかかります。

したがって、ミッションをどのように受けるかが重要です。
もし牧師にできないなら、
彼の心に余裕がないからです。
この時、重職者が牧師を平安に仕えながら
実際のミッションを実行するのです。

Remnant や信徒がこのミッションを悟るとき、
すばらしいことが広がります。
これは「難しい」あるいは 「やさしい」と
言えることではありません。
最初からミッションの外にいるため、
他の多くの仕事をしているために、
契約成就を見ることができないのです。

つまり、「私が必ずしなければならないことはこれだ！」
このミッションを悟るとき
よく見てください、天地が開闢することが広がります。

▢ 聖句暗唱 _Ⅰヨハ 3:8

▢ 聖書通読 _ダニ 11章

使1:1 ～ 14　この人たちは、婦人たちやイエスの母マリヤ、およびイエスの兄弟たち
とともに、みな心を合わせ、祈りに専念していた。（14）

サミットのモデル

265 番　聞けや愛の言葉を（新 516番）



創37:11　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。

インターンシップのリーダー
－ 緊急なスペック

神は重職者をインターンシップのリーダーとして呼ばれました。つま
り、誰もいなくて、Nobody 道さえない、No way 機会 No time もない暗やみに
覆われた現場に行くようになります。Nowhere そこで答えではない間違っ
たことを握っている者 No answer に、緊急なスペックを知らせる者として
呼ばれたのです。この契約を正しく握った重職者は、教役者、Remnant
と Oneness になって、神様が備えられた契約の旅程を行くようになり
ます。どのようなインターンシップの旅程でしょうか。

1. インターンシップの旅程
ヤコブはヨセフの夢を唯一知って心に抱きました。創37:11 イテロは重要
な旅程の中ですばらしいインターンシップをしました。出18:13～ 17 遊女ラ
ハブは斥候に確信を与えヨシ2:1 ～ 16 ハンナは祈りの中で息子サムエルを時
代の指導者として神様にささげました。Ⅰサム2:1 ～ 10 エッサイはダビデに
主の御名によって行く重要なインターンシップをさせました。Ⅰサム17:18

2. 時代の旅程、教会の旅程、個人の旅程
旅程には必ず 3つがあります。重職者が誰も行けないこの旅程を見に
行くとき、神様は誰も教えてくれることができない生活を教えてくださ
います。オバデヤは、時代を生かすRemnant を準備させる隊列に立ち、
Ⅰ列18:1 ～ 15 モルデカイは、エステルが旅程を行けるようにスペックを準
備させました。エス2:10、20、7、4 使徒の働き 2章の 15か国から来た重職
者産業人使2:9 ～ 11 と、ローマ人への手紙 16章の人物たちロマ16:1 ～ 27 も
インターンシップの主役になりました。

この旅程の中で黄金漁場が見え始めます。わざわい地帯、死角地帯で
したが、その中で育てなければならない弟子とRemnant を見るように
なるでしょう。

契約の祈り
契約を正しく握って時代と教会と個人を生かすインターンシップの旅
程を行きますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン

355番　召されたこの身は（新 323番）
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2020 OCT 14 / 祈りの手帳

Q.
インターンシップの機会

Remnant がメッセージを受けても
彼らの生活をそのまま続けていくのは
本当に簡単なことではありません。
その子どもたちが学校で自分とぴったり合う
インターンシップをしてくれる先生に出会うのは
奇跡のような話です。

これを知って狙ったのがユダヤ人であり、3 団体です。

私たちは、あまりにも多くの祝福を受けました。
いくらでもできます。
今回の世界 Remnant 大会は、地域で集まるために
絶好の機会です。
教会の中にある人材を見つけてつけなさい。
本当にこの子どもたちを続けて動かす
重職者を見つけてつけなさい。

▢ 聖句暗唱 _Ⅰヨハ 3:8

▢ 聖書通読 _ダニ 12章



サタンは今も組織的に教会を崩しています。この霊的事実を見た重職
者は、いのちをかける価値を悟ります。一度生きる人生を捧げて献身す
るのです。このように、いのちをかけた献身者を秘密決死隊、Remnant
にいのちをかけた者を Remnant Ministry、神殿建築のためにMason
戦争をする者たちをHoly Mason と呼びます。彼らに来る最後のチャン
スがあります。何でしょうか。

1. 時間と献身の価値
いのちをかける価値を見た献身者は、時間と献身の価値を知っていま
す。人々が分かってくれなくても、過去と今日、未来を見て教会に仕え
ます。そうするうちに、霊的わざわいの中で神様に私をささげる正しい
献身をするようになります。出エジプト時代のイテロ長老、14代にわ
たる戦争の中から出てきたダビデ、霊的わざわいの中でいのちをかけて
献身したオバデヤがその証人です。

2. いのち運動を知る者
いのちをかけた献身者はいのち運動を知っています。いのち運動の根
はキリストです。その根の上に隠された切り株を見て新芽次世代、Remnant
が出るように献身します。新芽すぐに木になっていのちの森を成します。
まさにこのことに献身したのです。

その結果、彼らは成り立つしかない答えを体験しました。この答えを
逃してはいけません。私の一度だけの人生が、時代と教会、Remnant
を生かす最後の機会です。

契約の祈り
神様が願われることにいのちをかける献身者の生活を生きますように。
まことの価値を知って永遠なことにいのちをかけますように。イエス・
キリストの御名によってお祈りします。アーメン
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2020 OCT 15 / 祈りの手帳

Q.
神様が願われるフォーラム

フォーラムとは言葉だけで言うことではありません。

ある重職者が重要な現場に入るようになりました。
そこで神様が備えられた優れた子どもを見ました。
その子には親がいませんでした。
この方は考えを変えました。

「家族旅行のための集めたお金を、この子のために献身しよう」

彼は旅行を楽しみにしている家族に話しました。
「今日、現場である子どもに会った。
 この子は、今後、裁判官になるだろう。
 トップになるほど勉強もできる。
 しかし、親がいないので困難な状況だ。
 旅行よりも、その子を助けてあげよう」

このとき、驚くべきことが起こりました。
最もがっかりすると思った子どもたちが一番喜んだのです。

「お父さん、そうしましょう」
妻は遊びに行きたかったのですが、
子どもたちの意見に従いました。

まさにこれをフォーラムと言います。

▢ 聖句暗唱 _ヨハ 14:6

▢ 聖書通読 _Ⅱ歴 36章

黙 2:10　あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ。悪魔はあな
たがたをためすために、あなたがたのうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。
あなたがたは十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、
わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。

いのちをかける価値を見た献身者

268 番　世界中に宣べ伝えよ（新 505番）



大きな混乱の時代の中で重職者は現場キャンプ司令官として呼ばれま
した。このとき、司令官は霊的戦場を正しく見なければなりません。まず、
信徒の戦いは勝った戦いであるという事実を見なければなりません。そ
して上からの権威を持っていることを知らなければなりません。最後に、
キリストの旗を差すだけで良いのです。このとき、キャンプ司令官はど
のように勝利を宣言することができますか。

1. 凱旋将軍の勝利宣言
キャンプ司令官は、凱旋将軍であるキリストのことの奥義を宣言する
者です。それゆえ、行って話すだけでよいのです。パロ王の前で「血の
いけにえをささげにいきます」と言ったように、「凱旋将軍の名前によっ
て、主が送られた」と宣言するだけです。出5:1 ～ 12:51 確かな神様のみこ
ころを握るなら、死ぬことも生きることも問題になりません。ヨシ1:1 ～ 9

2. 危機の中で献身できる理由
契約を握ったエッサイはダビデに重要なお使いをさせました。Ⅰサム

17:18 オバデヤは神様が必ず勝利されることと、神様が隠された弟子がい
ることを知って生をかけました。Ⅰ列19:18 ダニエルは、福音がなくなっ
た理由を知って偶像崇拝と戦うことに心を定めました。ダニ1:8 ～ 9 パウロ
は、「平和の神は、すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕いて
くださいます。 」と記録しました。ロマ16:20

神様は、神様が願われることを知って献身する重職者にすべてのこと
を動員されます。礼拝と祈り会と訓練を通して、 生きていて、力がある
みことばだけを握ればよいのです。

契約の祈り
みことばを通してすでに勝利した戦いであることを知って、現場にキ
リストの旗を差す霊的戦争を始めますように。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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2020 OCT 16 / 祈りの手帳

Q.
神様が願われること

今のみことばとメッセージの流れを
そのまま乗って行く人が多いです。
神様が最も願われることであるからです。
今まであった多くの団体は、
3 つサミットチーム、インターンシップチーム、献身チームを抜かしました。

Remnant がミッションを確実に握ること、
「ああ、私はこう勉強すればよいんだ！！」
これを握って行かなければなりません。
それインターンシップです。

そして裏面契約、
「私はこれで神様に栄光をささげる。」
それがフォーラムです。

「そうするとできる」「できない」は、
私たちが知らなくても良いのです。
失敗したように見えるときがあります。
ヨセフが奴隷に、監獄に行ったように
苦しいときもあります。
しかし、それは人の考えです。
ダビデは 6、7 回の死の危機に会いました。
パウロは、30 回を超える死の危機に会いました。
構いません。
四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。
私たちが握った契約がそうです。

▢ 聖句暗唱 _ヨハ 14:6

▢ 聖書通読 _イザ 44章

黙 12:1 ～ 9　こうして、この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれて、
全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いど
もも彼とともに投げ落とされた。（9）

キャンプ司令官

259 番　主の光の使者よ（新 502番）



Remnant は私が誰なのかを整理しなければなりません。神様を離れ
た世の中で生きて行くので、それによってできた世の中の国とサタンの
国の刻印を取り除いて、神の国の世界観を伝えなければなりません。幼
いときに私は誰なのか知るなら、この小さな始まりはRemnant7 人の
ような結果につながります。それなら、今日、私はどのような新しい刻
印をすべきでしょうか。

1. みことばの整理
世の中の国、サタンの国を生きていく私には、新しい刻印が必要です。
それは、神様のみことばを整理して刻印させることです。神様のみこと
ばを刻印させるためにみことばの背景と流れを伝えるとき、神様が備え
られたみことばの中にある未来が見え始めます。

2. 祈りの整理
みことばを整理した後は、祈りが整理されなければなりません。霊的
サミットに立つように祈りが整理されるとき、みことばが答えとして見
えて、神様が備えられた確実なビジョンが見えます。今日、みことばを
握って祈る小さな祈りは、神様の未来とつながります。

神様は私の状況とは関係なく、常にともにおられます。このWITH、
Immanuel の奥義が私たちとRemnantに刻印されなければなりません。
他のことではなく、私とともにおられる神様が見えるのが伝道です。神
様は私たちのすべてをもって、世の中の前で神様を証明するOneness
の祝福をくださいます。

契約の祈り
みことば、祈り、伝道が私のこととして整理されて、神様が造られた
私を知り、世の中を生かす道に立ちますように。イエス・キリストの御
名によってお祈りします。アーメン
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2020 OCT 17 / 祈りの手帳

Q.
刻印

[ 名詞 ]
1. 印を彫ること。またはその印
2. 頭の中に刻みこまれて深く記憶されること。

またはその記憶。

神様の契約創 37:1 ～ 11 が刻印されたヨセフを
ポティファルの妻も、監獄も、エジプトも
止めることはできませんでした。

今日、神様の契約が私の人生の中に刻印されるなら
この世の何物も
神の子どもである私を止めることはできません。

▢ 聖句暗唱 _ヨハ 14:6

▢ 聖書通読 _イザ 45章

Ⅱテモ1:4 ～ 5　私は、あなたの涙を覚えているので、あなたに会って、喜びに満たさ
れたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信
仰は、最初あなたの祖母ロイスと、あなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それ
があなたのうちにも宿っていることを、私は確信しています。

アイデンティティ整理ミッション

506 番　なおもみめぐみを（新 453）


