
世の中の人は言います。他の人が要求することに自分自身を合わせる
のではなく、自分が願うことに耳を傾けて、それに向かって挑戦しなさ
いと言います。聞こえが良くて、正しいことばのようです。はたして、
心に願うとおりに生きれば、葛藤や傷、問題なく生きることができるの
でしょうか。

1. 運命から抜け出した身分
神様を離れているならば、霊的に親なしで生きるのと同じです。母親

のふところに一度も抱かれたことがない赤ん坊より、はるかに不幸です。
神様を離れているならば、いくら財産が多くて、名誉を得ても、満たす
ことはできない空っぽの心の状態になります。親がいないから悪い者に
捕まって、運命に縛られて生きていくようになります。この状態から完
全に抜け出す道は、ただイエス・キリストだけです。この内容を悟るこ
とになったこと自体が、驚くべき恵みです。

2. 神様のことを回復する人
神様を離れて不幸と苦しみの中で生きるしかない私たちを、神の子ど

もとして呼んでくださったことを考えれば、感謝するしかありません。
プレゼントでもらった救いの恵みだけでも充分で完全ですが、神様は私
たちを通して神様のとても大きな計画を成し遂げることを願っておられ
ます。神様は全世界のすべての国、すべての人が、イエスがキリストだ
ということを聞いて神様に会うことを願っておられます。

約束を成し遂げてくださる神様は、根源的な答えと代表的な証拠で、
時代と次世代の前に誰も止めることができない記念碑になる答えをくだ
さるでしょう。

契約の祈り
神様、神様がすでにくださったことに集中しますように。神様がくだ

さった恵みで十分な今日になりますように。イエス・キリストの御名に
よってお祈りします。アーメン

核心訓練メッセージ | 2021.1.30

02
A U G U S T・月

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 3:23

 ▢ 聖書通読 _ 創 12~13 章

創 12:1 ～ 5　そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あ
なたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。(2)

サミットのはじまり

新 79 番 輝く日を仰ぐとき（旧 40 番 輝く日を仰ぐとき）

Q.
変えなさい？ 

変えなさい！

＜祈りの手帳＞を見て黙想す
る今、この瞬間、私の考えを神
様の考えに変えなさい。

私は無能で持っているものが
なくて、性質もそんなに良くあ
りません。
家計の事情も良くなくて、立
派な親もいません。
誰かのせいでつらくて、でき
ることもなくて元気でもありま
せん。
みな正しいことばのようです
が、ただ私の頭の中から出た私
の考えであるだけです。
私が見る私、世の中が話す私
ではなく「神様がご覧になる私」
に集中するとき、私のたましい
が生かされます。
事実は、私は全世界のすべて
の人に福音を語る霊的サミット
です。神様が私をそのような存
在として呼ばれたからです。

イエス様は「たとい全世界を得ても、いのちを損じたら、何の得があ
りましょう。」と言われました。世の中で良いと言われているすべてを
持っても、いのちを失うならば全く無駄なことです。その代わりに、私
たちは神様がくださったみことばを正確に握らなければなりません。誓願、

誓いどのようにすれば、契約を正確に握ることができるのでしょうか。

1. 時代のわざわいがなぜ来たのかを知らなければなりません
正しい契約を握ろうとするなら、時代のわざわいがなぜ来たのか、な

ぜイスラエルの民は奴隷になって荒野で苦労したのか、その理由を知ら
なければなりません。神様が時代のわざわいを通じて伝えようとされる
メッセージがあるからです。それは、福音を聞くことができなくて死ん
でいく 237 か国を生かすことです。

2. 家庭と次世代の滅亡の理由を知らなければなりません
「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われ
ます」とイエス様が約束されました。これがいやしの働きです。私たち
は家庭と家系の滅亡を止めて、これ以上、次世代に家系の霊的のろいを
譲り渡さない祝福を受けました。毎日、幕屋を作って会見の天幕に集ま
り、次世代のために祈ることは、私たちの使命です。

答えは正確な契約を握った後に始まります。神様は御座の奥義、237、
いやし、サミットの答えを全部合わせて答えてくださいます。私たちは
ただ福音だけを伝えて、ただ伝道だけができるようにと祈れば良いので
す。

契約の祈り
神様、正確な神様の契約を握り、それを通して 237、いやし、サミッ

トの答えを見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

インマヌエル教会聖日1部 | 2021.1.31

03
A U G U S T・火

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 3:23

 ▢ 聖書通読 _ 創 14~15 章

民 30:1 ～ 5　人がもし、主に誓願をし、あるいは、物断ちをしようと誓いをするなら、
そのことばを破ってはならない。すべて自分の口から出たとおりのことを実行しなけれ
ばならない。(2)

新 259 番 あなたの罪過ちは（旧 193 番 あなたの罪あやまちは）

Q.
まことの答えの 

はじまり  

正確な契約を握るとき、まこ
との答えがはじまります。
神様がアブラハムに与えられ
たみことばを黙想して、私の契
約を再び確認してみましょう。

ロトがアブラムと別れて後、
主はアブラムに仰せられた。
「さあ、目を上げて、
あなたがいる所から北と南、
東と西を見渡しなさい。
わたしは、あなたが見渡している
この地全部を、永久にあなたと
あなたの子孫とに与えよう。
わたしは、あなたの子孫を地の
ちりのようにならせる。
もし人が地のちりを数えることが
できれば、あなたの子孫をも 

数えることができよう。
立って、その地を縦と横に歩き
回りなさい。
わたしがあなたに、
その地を与えるのだから。」
創 13:14～ 17

まことの誓約は契約の中で



サタンは神様を信じられないように人をだまして、結局、滅亡状態へ
推し進めます。しかし、私たちには完全に勝利できる方法があります。
それは霊的戦いです。神様は、私たちをキリストの大使として呼ばれ、
理由ある戦いをしなさいと言われました。どのように戦えと言われたの
でしょうか。

1. 聖所、幕屋にあった証拠を持って戦いなさい
神様は「聖所と幕屋の証拠を持って霊的戦いをしなさい」と言われま

した。ヨケベデ、モーセ、イテロが、険しい荒野生活を勝ち抜くことが
できたのは、幕屋、聖所中心の生活を通して御座の祝福を味わったから
です。また、神様は「偶像と淫乱に陥った現場と戦いなさい」と言われ
ました。これは、いやしのはじまりであると同時に、全世界 237 か国
を生かす道になります。

2. 未来、Remnant のために戦いなさい
神様は Remnant サミットのために、偶像に陥った種族、王たちと戦

いなさいと言われました。現場で休まずにラッパを鳴り渡らせなさいと
言われたのは「次世代を生かす準備をしなさい」という意味です。結局、
私たちは神殿を作って、人を惑わすサタンと霊的戦争をしなければなり
ません。深く根をおろした暗やみとわざわいを解決する唯一の方法は、
幕屋、神殿運動です。

私たちはすでに勝った戦いをする人々です。身分と権威を味わうとき、
天の軍勢が動員されます。その力で、現場で幕屋、会見の天幕、天幕の
祝福を味わえば良いのです。

契約の祈り
神様、霊的戦いで勝利させてくださり、現場で幕屋、会見の天幕、天

幕運動の証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

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2021.1.31

04
A U G U S T・水

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 3:23

 ▢ 聖書通読 _ 創 17~18 章

民 31:1 ～ 12　捕虜や分捕ったもの、略奪したものを携えて、エリコに近いヨルダンの
ほとりのモアブの草原の宿営にいるモーセと祭司エルアザルとイスラエル人の会衆のと
ころに来た。(12)

理由ある戦い

新 191 番 日ごとよろこび（旧 427 番 日ごとよろこび）

Q.
主の福音に聞き従う

賛美 449番（旧 377番）

「主の福音に聞き従う
　／みことばなる」

※ 記事には１番の歌詞が
引用されていますが、
著作権の関係により、
PDF 版は掲載を省略いたします。
お手持ちの讃美歌を
ご覧ください。

神のかたちとして創造された人間は霊的存在です。救われた神の子ど
もが御座の祝福を味わうなら、世の中と文化を支配しているサタンとそ
の戦略を崩すことになります。御座の祝福を回復するとき、タラントが
発見できて、聖書の Remnant7 人のように、時代を生かす絶対答えを
受けることができます。私たちが先に回復して味わうべき内容は何で
しょうか。

1. 身分と権威
救われた神の子どもは、福音を正確に刻印することが重要です。福音

のみことばが根をおろして、祈りにつながれば、御座の祝福が現れます。
そのときから、身分と権威が現れます。主の天の軍勢、御使いが助ける
祝福を味わうようになって、生きていく正確な理由を天命として発見し
て、契約に従って旅程を歩むようになり、正確な使命が目標になるでしょ
う。私たちは未信者とは異なる人生です。

2. 霊的背景と霊的状態
人生を生きていて、肉的な答えも重要ですが、さらに重要なのは霊的

背景と状態です。この背景と力を持てば、すべてを超越するようになり
ます。私たちに与えられた御座の背景は、誰も奪っていくことができま
せん。三位一体の神様が統べ治めておられる御座の背景を持って味わう
ことは、すばらしいことです。そのときに受けるようになる、ただ、唯
一性、再創造の祝福は、永遠に味わう霊的システムになります。

福音を味わう祈りの奥義を持って生きていけば、脳とたましい、そして、
永遠とつながるでしょう。どこにいても身分と権威、そして、御座の背
景でおられる三位一体の神様に集中するとき、時代を生かす答えを受け
るようになります。

契約の祈り
神様、三位一体の神様の力と、ともにおられる恵みによって御座の祝

福を味わい、まことの集中が始まりますように。イエス・キリストの御
名によってお祈りします。アーメン

世界大学修練会 1 講 | 2021.2.2

05
A U G U S T・木

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5~6

 ▢ 聖書通読 _ 創 19~20 章

Ⅱコリ 4:4 ～ 5　その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神のかたちであ
るキリストの栄光にかかわる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自
分自身を宣べ伝えるのではなく、主なるキリスト・イエスを宣べ伝えます。私たち自身は、
イエスのために、あなたがたに仕えるしもべなのです。

新 408 番 心は安らぐ（旧 466 番 いずこにありても）

Q.
御座とつながった人に
来る答えは？  

「ただ」
ただが見え始めます

「唯一性」
唯一性の答えがきます

「再創造」
再創造の答えとみわざが
やってきます

「システム」
崩れない絶対システムが
作られます

今日、私の心とたましいを
答えではなく、
御座と三位一体の神様に
集中する時間に、
すべてが生かされて、
すべてを生かすまことの答えが
始まります。

のがしたこと回復



ユダヤ人は体系的なシステムを通じて次世代のタラントをともに発見
して専門性も植え付けます。しかし、彼らは優れた実力を備えたのです
が、福音の色が薄いのです。このとき、神様は福音の契約が確実な大学
生をリーダーとして呼ばれ、全世界 237 か国を生かす奥義を見つけな
さいと言われました。どのように見つけなければならないのでしょうか。

1. 237 を生かさなければならない理由と内容
3 団体フリーメイソン、ニューエイジ、ユダヤ人組織は、ネフィリムを科学的に証明して、

一気に先進国を掌握しました。代表的な例が瞑想運動です。これは徹底
的に私中心となる行動で、本質は憑依です。しかし、私たちは神様が中
心になって聖霊に満たされるようになる黙想を味わわなければなりませ
ん。その時間に御座の背景、みことばの成就、祈りの特権を体験するよ
うになります。

2. 237 を生かす方法
教会、全世界 237 か国、5 千種族にある空いたところを見つけなけれ

ばなりません。私たちは創造主の神様、キリストが主人にならない教会
を回復しなければならず、福音が宗教になり深く病んでいる全世界 237
か国に「ネットワーク見張り人」、「霊的大使」、「霊的医者」としての役
割を果たさなければなりません。また、5 千種族には必ず弟子がいると
信じて祈らなければなりません。

最高の答えは、どこでも 24 時祈りになることです。すると、祈り旅
行が可能になり、時空超越、御座の背景を体験します。さらには、未来
の答え、永遠なことをあらかじめ見るようになります。

契約の祈り
神様、全世界 237 か国に向かって 24 時祈りになり、空いたところを

生かす真のリーダーになりますように。イエス・キリストの御名によっ
てお祈りします。アーメン

世界大学働き人、リーダーメッセージ | 2021.2.2

06
A U G U S T・金

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5~6

 ▢ 聖書通読 _ 創 21~22 章

使 17:1　彼らはアムピポリスとアポロニヤを通って、テサロニケへ行った。そこには、
ユダヤ人の会堂があった。

御座 / タラント祈り 

－ 全世界 237 か国 － 時空超越

新 361 番 祈るこのとき（旧 480 番 祈るこのとき）

Q.
まことのリーダーとして 

行く準備

大学生は
まことのリーダーになるために
余裕が必要です。
9つの流れ＊を通して
私を点検して、
神様が主人になっていない
Main Streamを
変えなければなりません。
私の学業、現場で
9つの流れを適用して、
神様の計画を確認すれば
良いのです。

＊ 9つの流れ
高さ、深さ、広さ

－ 情報
上、横、下

－人と現場
過去、現在、未来

神様がくださった契約を握った人は、御座からくる答えを受けて、世
の中を生かす天命、召命、使命を実現するようになります。また、契約
を握ったひとりを通して、間違ったことが刻印されている心と考え、脳
とたましいをいやされました。ヨセフを通して彼の家族とパロ王とエジ
プトをいやされ、パウロチームはローマまで生かしました。根源までい
やす道は何でしょうか。

1. 福音の衝撃とみことばの力
霊的存在である人間は、福音でなければ解決できない霊的問題に縛ら

れています。罪と地獄の背景に縛られて失敗するしかない人間の問題の
唯一の解答である福音は、衝撃になるしかありません。このとき、まこ
とのいやしが始まって、すべてに変化が始まります。そして、福音の中
にあるみことばの力が現れ始めれば、世の中の根源をいやす証人の旅程
を歩むようになるのです。みことばは人を生き返らせ、たましいを生か
す根源的力があります。

2. みことば成就と根本いやし
福音のみことばは必ず成就します。それゆえ、私たちが握った契約は

人生を決定するのです。神様は成就するみことばをその人生に与えられ、
ともにおられ、成し遂げられます。一日のうち、最も平安に集中する時
間を作ってみましょう。その時間に、世の中をいやすまことの力が回復
するでしょう。契約を祈りにつなげる小さな時間が、すべてを変化させ
るのを見るようになるでしょう。

神様がくださる霊的な力が生まれ、すべてを受け入れて超越する力と、
生活の力が回復され、経済と出会いの答えにつながり、いやしの現場に
証人として用いられるようになるでしょう。

契約の祈り
福音のみことばを分からせてくださり、成就する契約のみことばをく

ださった父なる神様、今日、成就する契約を正しく握るまことの力を与
えてください。

世界大学修練会 2 講 | 2021.2.

07
A U G U S T・土

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5~6

 ▢ 聖書通読 _ 創 23~24 章

使 19:8 ～ 10　これが二年の間続いたので、アジヤに住む者はみな、ユダヤ人もギリシ
ヤ人も主のことばを聞いた。(10)

新 288 番 イェスはわれ贖い（旧 204 番 つみとがをゆるされ）

Q.
福音が衝撃になるとき  

イサクは、父のアブラハムの手に
よって、モリヤの山で死ぬ危機に
会いました。この事件自体が、ど
れくらい大きい衝撃になったでしょ
うか。
しかし、より大きい衝撃が続い
て訪ねてきます。悪い衝撃がトラウ
マとして残るのではなく、より大き
くて完全な衝撃が訪ねてきたので
す。神様が自分の代わりに死の場
に立つことになる雄羊を準備され
たのです。その場で一生忘れるこ
とはできない契約を聞いて握るよ
うになりました。

福音の衝撃、そして、その後に
与えられた契約とその契約の成就
は、彼の人生の道で 100年答え、
泉の根源、レホボテの答えとして
訪ねてきました。

イサクのように、福音が衝撃に
なって、契約が成就する道を歩ん
でいく私たちは、救われた神の子
どもです。

全世界 237 か国をいやす医者


