
サミットの座に上がって、正しいミッションを受けるとインターンシップをす
るようになります。サミットの座にいるなら、神様からミッションを受けて、
歩むすべての道を知るようになります。ヨセフはサミットの座で神様から与え
られた正確なミッションを知り、すでに自分が歩いて行く道を知っていました。
私が握るべきインターンシップの重要な内容は何でしょうか。

1. インターンシップ － ただ
ヨセフはポティファルの家に奴隷になって行きました。しかし、そこで、た

だを見つけました。神様が奴隷という方法でエジプトに送られ、ポティファル
の家で経済を学ぶように働かれました。神様がヨセフとともにおられたので、
ヨセフは幸運を味わい、ヨセフのためにポティファルの家が祝福を受けまし
た。これがインターンシップです。私に与えられたミッションを正確に発見し、
歩いて行く道を見れば、神様が備えられた、ただを見つけることができます。

2. インターンシップ － 唯一性、再創造
ヨセフは突然、監獄に行くようになりましたが監獄で管理者になり、その

中で官長の夢を解き明かしました。唯一性を発見したのです。そして王の前
に立って、誰も解決できない問題に答えを与える再創造の答えを味わいまし
た。これが私が味わうべきインターンシップの祝福です。

ヨセフは自分を売った兄たちに、自分をここに売ったのは兄たちではなく、
神様がいのちを救うために、自分を遣わしてくださったと告白しました。サミッ
トの座で、神様がくださったミッションを知り、自分が歩いて行く道をあらか
じめ知っていたのです。神様がくださった正確な契約にしたがって、備えら
れた契約の旅程を歩く祝福が私に備えられています。

契約の祈り
神様がくださった契約を正確に握りますように。神様が備えられた契

約の旅程を歩みますように。イエス・キリストの御名によってお祈りし
ます。アーメン

釜山地域集中伝道訓練 2 講（2）| 2020.7.14
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J A N U A R Y・月

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 41:10

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム 4 章

創 41:38　そこでパロは家臣たちに言った。「神の霊の宿っているこのような人を、ほ
かに見つけることができようか。」

サミットの座 
－ ヨセフのインターンシップ

新 430 番 主、共に行く道（旧 456 番 主とともにあゆむ）

2021 JAN 18 / 祈りの手帳

Q.
刻印、根、体質を変える

血のいけにえの奥義によって解放された
恵みの人々

エジプトで生まれ
エジプトを見て育ちましたが
神様は荒野の道を通して
私たちの刻印、根、体質を変えられます。

私たちを救われた血のいけにえの奥義
私たちを解放された神様の力
カナンの地に入るように導かれる神様の約束によって
私たちを変えられます。

毎日の全焼のいけにえをとおして
毎週の安息日を通して
毎年の三つの祭りを通して
また、転換点になる安息の年によって、
人生に一度だけの答えにするヨベルの年まで。

荒野は
刻印、根、体質を変える
最高の時間です。



ヨセフは、神様が与えられた契約を正確に知り、歩いて行く道をあら
かじめ知っていました。そして、すべてを味わう人でした。私もこの祝
福の中にいなければなりません。神様がくださる答えにしたがって、そ
の中に含まれている祝福を味わうのです。どのように、この祝福を味わ
うことができますか。

1. 人生フォーラム
神様の契約を握って人生の旅程を歩いたヨセフは、ポティファルの家

で、監獄で、王の前で同じ話をしました。それは、神様がともにおられ
る WITH です。神様がともにおられる奥義をもって答えを出して、その
奥義によって重要な現場に答えを与えるのです。これが私の裏面契約で
あり、人生フォーラムです。

2. 人生フォーラムとまことの勝利
過ちもなく濡れ衣を着せられて監獄に行ったヨセフは、恨みませんで

した。監獄で夢を解き明かしてあげた官長がヨセフを忘れましたが、そ
の中にも神様のみこころがあることを悟りました。神様が私たちともに
おられ、すべてにおいて勝利する Immanuel の祝福が私と私たちにも備
えられています。

神様がくださった正確な契約の中にいるなら、必ず、すべての事件、
すべての産業、すべての現場で神様の計画が成し遂げられるようになり
ます。これが私が味わうべきまことの勝利であり、まことの選択です。
この奥義を知る人に、神様はすべての祝福を与えられます。私がどこに
いても、このすべての答えはついてくるでしょう。

契約の祈り
神様がくださった正確な契約にしたがってすべて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

釜山地域集中伝道訓練 2 講（3）| 2020.7.14
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J A N U A R Y・火

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 41:10

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム 5 章

創 45:5　今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神
はいのちを救うために、あなたがたより先に、私を遣わしてくださったのです。

新 429 番　世の風、荒波（旧 489 番 のぞみも消えゆくまでに）

Q.
わたしの心に抱く教会

わたしの心に抱く教会
「切り株」 6集収録曲

幕屋の庭、そこで見たもの
夢とビジョンを抱く Remnant

地域福音化　光の文化
感謝を主にささげよう

幕屋の庭、そこで見たもの
世界中の弟子のつどい
手をあげて主に　信仰告白
主はキリスト　王の王

神様は福音で全世界 237 か国を生かす世界福音化の約束をくださいま
した。それにもかかわらず、全世界にはいまだに福音を聞くことができ
ない空いた所が多いのです。行かなければならない所は多いのですが、
いますぐ私ができることはあまりないように思えます。しかし、神様の
絶対計画は神様の方法のとおりに必ず成就します。信仰の人と神様の力
を通して、そして空いた所を訪ねて行くのです。

1. 全世界 237 か国の空いた所
全世界 237 か国がわざわいの中で死んで行っています。それを超えて

世界の 5 千を超える種族が福音を聞くことができていません。全世界の
大都市はもちろんこと、言語、文化が通じない多くの部族には、福音が
まったく入っていません。神様は全世界のすべての種族に福音を伝えて、
弟子を立てることを願っておられます。

2. 教会とエリートの空いた所
今、韓国、全世界の人々と教会の 90% が未自立です。残りの 10% の

エリートたちの現場も空いています。神様は空いている現場を見て、そ
の現場に福音を宣べ伝えることを願っておられます。

全世界に福音を宣べ伝えるためには、時代を見なければなりません。
神様が願っておられることをして、未信者には答えを与えるべきです。
神様が願われる福音を宣べ伝える隊列の中に立つなら、サタンを踏み砕
くようになるでしょう。

契約の祈り
今も福音を知らずに空いている全世界の 237 か国と現場を生かすこと

とエリートたちを生かすことに私を用いてください。イエス・キリスト
の御名によってお祈りします。アーメン。

釜山地域集中伝道訓練 2 講 ( 終わり) | 2020.7.14

20
J A N U A R Y・水

Q.
サタンを足で 

踏み砕きなさい

絶対契約の隊列に立った

秘密宣教師として

伝道の隊列に立った

現場宣教師として

生かす光の隊列に立った

記念碑的宣教師として

神様が
私たちを呼ばれました。 

神様が私たちに
サタンを足で踏み砕く
職分を与えてくださいました。

全世界の暗やみ文化を
食い止めることに
私がいるように祈ります。

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 41:10

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム 6 章

マタ 28:18 ～ 20　イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天にお
いても、地においても、いっさいの権威が与えられています。それゆえ、あなたがたは行っ
て、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテ
スマを授け、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。」

空いた現場

新 510 番 灯台は遥か（旧 276 番 灯台はるか） 

サミットの座 
－ ヨセフのインターンシップ



大部分の人が多くの傷の中にいます。そして、自分も知らない霊的問
題の中にいます。これから、霊的問題はもっと深刻になるでしょう。そ
の霊的問題の答えは絶対に変わりません。人間は霊的存在だからです。
霊的問題があふれた時代と世の中を生かすために、私はどんな契約を握
るべきでしょうか。

1. 福音を握ったひとりと未来
地球は科学と関係なく問題でぎっしり埋まっていて、その結果、わざ

わいが来ています。神様のみことばには絶対握らなければならない契約
が含まれています。サタンに打ち勝った王、わざわいを食い止める祭司、
神の子どもとなる道を知らせる預言者を合わせた単語が油を注がれた
者、すなわちキリストです。キリストの契約を握ったひとりが時代を変
えて、契約を伝達された人が世界福音化を成し遂げました。これが聖書
の歴史です。

2. 福音を握った人のアイデンティティ
神様の未来をもってミッションと人生全体の道を伝えるサミットの祝

福を持った私は、存在自体が祝福です。私の人生自体に大いなる神様の
理由があるからです。私の存在自体が光を放つための王である祭司であ
ることを知って味わうべきです。

霊的問題の唯一の答えである福音を持っていれば、福音を受ける人が
見えてきます。静かに答えを与えれば良いのです。霊的問題を抱えた人
の中に弟子が隠れています。彼らと出会うときに世界福音化とつながる
大きな変化が始まります。

契約の祈り
光として呼ばれた私が持っている福音によって私の現場と時代を生か

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。

産業宣教メッセージ | 2020.7.18
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J A N U A R Y・木

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 43:1

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰサム 7 章

使 9:15　しかし、主はこう言われた。「行きなさい。あの人はわたしの名を、異邦人、
王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、わたしの選びの器です。

契約を持つひとり

新 502 番 主の光の使者よ（旧 259 番 主の光の使者よ）

Q.
今日を 

成功させることが 

できる奥義は 

何でしょうか

今日は未来と
必ずつながっていることを
見ることです。

今日に
神様の契約を込めることです。

大きな神様の未来が
今日の中に入っています！

聖書を見ると、福音と契約を逃すときごとに偶像時代がやってきまし
た。それによって奴隷となり、わざわいが起きて自然界にもわざわいが
起きました。そのときに福音と契約を逃したことを悔い改める祈りが始
まり、すべてが回復しました。今、私たちはどのように祈るべきでしょ
うか。

1. 霊的戦いをする決断
エリヤにとって「生きるか死ぬか」は問題になりませんでした。彼は

850 人の偽りの預言者と戦うという重要決断を下しました。霊的戦いを
するということです。エリヤは祈りで霊的戦いに完全に勝利しました。
このような霊的な決断が霊的な戦いの始まりとなります。

2. 霊的な力を得る祈り
祈りは苦しいものではありません。神様が新しい力をくださる力の時

間です。深い祈りに入ると霊的に多くの力を与えてくださいます。その
時間に新しい契約を与えてくださり、これから霊的戦いをする新しい力
と新しい働き人を約束してくださいます。霊的戦いの理由を知って、決
断する祈りと霊的な力を得る祈りをするときに、神様は大いなる働きを
くださいます。

決断を下して祈りを始めると、必ずドタンの町運動のような結果につ
ながります。契約を持った人の決断と祈りを通して必ずわざわいを食い
止めて、ドタンの町運動ができる弟子を立てられるでしょう。

契約の祈り
契約を持った人の決断と祈りで、時代のわざわいを食い止めてくださ

い。時代を生かす 1 千万弟子が全国と世界に立ちますように。イエス・
キリストの御名によってお祈りします。アーメン。

核心訓練メッセージ | 2020.7.18
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J A N U A R Y・金

Q.
祈りをどのように 

するのですか

霊的戦いをするときには祈りが
とても重要です。
私は目を開くと集中的に 3時間
の間、祈りをします。
呼吸を楽にしながら、深く吸っ
て吐くことを続けながら、祈り
を始めます。
ひとまず、みなさんの体は生か
されます。
霊的なことも生かされます。

そして夜には深い祈りの中に入
ります。
深い祈りとは呼吸を長く止めて、
深く吸います。
そのときに大切な方々の名前を
呼んで深い祈りをします。

今、私がしていることは苦しく
はありません。
特別に山に行く必要もありません。
そのまま生活の中で続けること
ができます。

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 43:1

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム 8-9 章

Ⅰ列 18:46　主の手がエリヤの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレエルの入口ま
でアハブの前を走って行った。

わざわいを食い止める祈りの運動

新 361 番 祈るこのとき（旧 480 番 祈るこのとき） 



聖書には終わりの時が近づくほど困難な時代がやって来ると記されて
います。すでに起きている気候の問題だけでなく、精神問題も深刻なも
のとなるでしょう。神様に会えないならば、当然来るしかありません。
このとき、罪過のためのいけにえは、さまざまな問題の中でミスによっ
て起きた問題をどう解決すべきなのかについて答えを与えています。罪
過のためのいけにえのおしえを通して、何を知るべきでしょうか。

1. 霊的な力を得なさい
聖書は問題の根源理由と答えを示しています。暗やみとわざわいの働

きに打ち勝つ根本的な別の力を持つ身分を得なければならないと記され
ています。罪過のためのいけにえは、わざわいを受けるしかない人間に
神様がくださる大いなる霊的な力を得る道を示しています。すなわち十
字架の力は暗やみを砕く力があります。

2. 御座の力を回復しなさい
人は神様に会って味わう時に幸せで力があるように創造されました。

この力は御座の力とつながっています。神様は礼拝を通してこの祝福と
つながるようにしてくださいました。神様の力と働きの中に入るために
は、礼拝を回復して、祈りと霊的な戦いを始めなければなりません。

今日正しい契約を握って祈れば良いのです。キリスト・イエス様は人
生のすべての問題の解決者です。今日、私たちは罪過のためのいけにえ
という礼拝を通して、神様が備えてくださった別の身分と別の力の中に
入ることができます。それが御座の力とつながるのです。

契約の祈り
現実と私の霊的問題にだまされませんように。神様がくださった契約

を握る礼拝の中に入りますように。イエス・キリストの御名によってお
祈りします。アーメン。

インマヌエル教会聖日1部 | 2020.7.19
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J A N U A R Y・土

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 43:1

 ▢ 聖書通読 _Ⅰサム10-11章

レビ 7:1 ～ 10　罪過のためのいけにえのおしえは次のとおりである。これは、最も聖
なるものである。罪過のためのいけにえは、全焼のいけにえをほふる場所で、ほふらな
ければならない。そして、その血を祭壇の回りに注ぎかけなければならない。 (1 ～ 2)

罪過のためのいけにえのおしえ

新 383 番 助けを求めて（旧 433 番 山辺に目をあげ）

2021 JAN 23 / 祈りの手帳

Q.
罪過のためのいけにえ、 

神様がくださった制度

神様は罪過のためのいけにえを通して
私たちのミスで起きた問題を解決しなさいとおっしゃいます。

今日この約束を握って礼拝をささげる時に
重要な答えと回復を味わうことができます。

私も知らないうちに犯した罪過に対する解決と回復
サタンに縛られずにすむ道を自ら開いてくださり
その方法を細かく知らせてくださる
父なる神様の愛に感激し
残りの人生を新しく始めることができます。


