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Q.
霊的サミット時間に味わうこと

ビル・ゲイツは、大学校 2年のときに、専攻の勉強をすべて終え
ました。これは大学の勉強が必要でないということではありませ
ん。自分がしなければならないこと、言い換えれば、使命を明ら
かに発見して挑戦することがはるかに重要だということです。

成功した人々は、大学の勉強だけで満足しませんでした。それ以
上の準備をしました。特に、私たちはまことの伝道者になるため
に何をするべきか、霊的サミットとしてどんな準備をするべきか
を悩んで祈らなければなりません。10の奥義＊を参考にして、神
様の前で霊的サミットの時間を過ごさなければならない理由です。

＊ 10の奥義

独立  Remnantはどこでも生き残ります。

霊的事実  事実を越えて霊的な部分まで

  見なければなりません。

逆発想  神様が準備された答えが別にあります。

シナジー  Remnantが行く所ごとに生かされます。

危機  機会です。

無競争  戦う相手がいません。

ただ、唯一性、 誰も知らない霊的科学です。

再創造

サミット  結局なります。

砂漠、荒れ地 良い地に変わります。

絶対答え

ユダヤ人は成人式、使命式、派遣式を通じて人材を育てて、3 団体と
各宗教団体は大学エリートを支援して、ネフィリム運動瞑想を通じて文化
を掌握する作品を作り出しています。それなら、福音を持つ私たちはど
んな準備をしなければならないのでしょうか。

1. 神様の最優先 － 霊的サミット
霊的サミットは現場を見て解釈する目が違います。聖書の Remnant7

人は、家庭と教会でつらい事件に向き合うときも恨まないで、その現場
を許された神様の計画を尋ねて祈りました。このように、私たちは、霊
的サミットの姿勢をあらかじめ備えて、霊的サミットになるための時間
を毎日持たなければなりません

2. 神様の時刻表、目標 － 技能サミット、文化サミット
霊的サミット時間を味わっていれば、必ず事件が起きます。それは、

私たちを苦しめる問題、わざわいのように見えるのですが、反対に、答
えを受ける機会になります。神様は私たちが技能を越えて文化を生かす
サミットになることを願っておられます。長い間、病んでいる現場で、
私たちが福音の証人として立つことが神様の絶対目標です。

24 時祈りを味わうことが最も大きい祝福です。祈りによってすべてが
出てくるからです。私たちが祈りを通じて 5 つの力霊力、知力、体力、経済力、人

材力を得て、契約の旅程に従って行くとき、世界福音化の道具として用い
られるようになります。

契約の祈り
神様、神様が許されたすべての現場で、24 時祈りを味わう霊的サミッ

トになりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン

予備大学修練会 | 2021.2.3
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A U G U S T・月

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5~6

 ▢ 聖書通読 _ 創 37~38 章

使 18:4　パウロは安息日ごとに会堂で論じ、ユダヤ人とギリシヤ人を承服させようと
した。

世界大学霊的サミット

新 304 番 妙なる神の愛（旧 404 番 妙なる神の愛）



人は誰でも自分の経験に基づいて状況を把握して、相手を理解します。
以前の経験と以前の知識が役立つのですが、私の計画と主張が神様のみ
こころと計画より先走るなら、神様と通じることは難しいです。どのよ
うにすれば、神様と通じる祈りをささげられるのでしょうか。

1. ハンナの祈り
祈りは神様の絶対計画と、その計画が成り立つ時刻表を質問すること

です。日曜礼拝と毎日の黙想時間を通して、神様が必要とされることが
何かを引き続き求めていかなければなりません。ハンナも他の人にいる
息子がなぜ私にはいないかと愚痴って訴えた時がありました。この家、
あの家の息子は多いけれど、神様の力を知って国を生かすナジル人がい
ないということを知るようになった後に、ハンナの祈りは完全に変わり
ました。

2. サムエルの祈り
神様の時代的な必要と絶対計画を見つけたハンナに、神様はサムエル

を与えられました。サムエルは幼児の時から、母親のハンナと離れて神
殿で過ごし、幼い時から契約の箱のそばで寝ていて、神様の御声を聞き
ました。人間的な観点で見れば、簡単なことではなく、常識外れの無理
な決定のようですが、神様はハンナとサムエルを通して国と時代を生か
されました。

神様の絶対計画を知っている私たちをこの時代のハンナとサムエルと
して呼ばれたことを覚えなければなりません。神様は今でも教会の強固
な柱になって、牧師の支えになる祈りの人を探しておられます。

契約の祈り
神様が必要されることをすることができますように。その時刻表に献

身する祈りの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

産業宣教メッセージ | 2021.2.6

10
A U G U S T・火

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5~6

 ▢ 聖書通読 _ 創 39~40 章

Ｉサム 1:9 ～ 11　ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って、激しく泣いた。(10)

ハンナの全世界 237 か国運動

新 380 番 わが命の主（旧 424 番 わが命の主）

Q.
悩むようになるとき 

私はどのように 

すべきでしょうか

問題が目の前に積まれている
のに、知らないふりをすること
が、本当に福音を味わう姿でしょ
うか。イエス・キリストがすべ
ての問題を解決されたというこ
とは、悩んではならないという
意味ではありません。問題と苦
しみを前に置いて「神様のみこ
ころは何ですか」と尋ねるのと
「神様、いったい私になぜこのよ
うにされるのですか」と恨んで
不満を言うのは、まったく違う
霊的状態です。

富むようにも貧しいようにも、
高くすることも低くすることも、
生かすことも殺すこともなさる
神様が、そのようにされた理由
を見つければ良いのです。

すべての人は、霊的存在として造られました。神様が人間を神のかた
ちとして創造されたからです。神様からの霊的な力を得て自分が生かさ
れて、他の人も生かすように、霊的サミットとして呼ばれました。霊的
サミットが味わうべき内容は何でしょうか。

1. 霊的サミット
神様からの力を得られない場合、暗やみの勢力の落とし穴とわなにだ

まされて、暗やみ文化の奴隷になります。神様は今も生きておられ、時
間と空間を超越して聖霊によって働いておられます。これが御座の祝福
です。私に迫っている問題がすぐに解決されるのが答えではありません。
神様がすでに与えられた霊的背景を確認して味わうことが最も重要な答
えです。

2. 伝えて回復するサミット
神様はアブラハムを生まれ故郷、父の家を出て神様が示す地へ行くよ

うに呼ばれて、アブラハムは祭壇を築いて神様の御座の祝福を味わいま
した。また、100 歳で生んだイサクを全焼のいけにえとして祭壇にささ
げる事件を通して、福音を刻印し、子どもにこの福音を伝えました。

福音でなければ、人生の答えを見つけることはできません。福音を味
わう礼拝でなければ、霊的な力は得られません。みことばをくださって
約束を必ず成し遂げられる神様を見上げましょう。

契約の祈り
神様、神様を信じる者に与えられる霊的サミットの祝福を味わえます

ように。その中で、すべての生活を送っていきますように。イエス・キ
リストの御名によってお祈りします。アーメン

核心訓練メッセージ | 2021.2.6
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A U G U S T・水

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:5~6

 ▢ 聖書通読 _ 創 41~42 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 289 番 主イェスわが心に来られ（旧 208 番 主イエスわが心に来られ）

Q.
神様が私を 

霊的サミットに 

呼ばれた？  

サミット summitの辞書的意味

1.［名］ (山の )頂、頂上、絶頂、
頂点 

2.［名］首脳会談 サミット

サミットとは、
一国の首長や代表を意味します。
大統領が外国を訪問するときは、
ボディーガードはもちろん、
大統領を補佐する各分野の官僚
または職員たちが随行します。
神の国のサミットが行くところに
天の御座の背景がついてくるのは
当然なことです。
時空を超越する神様の力と働きを
今日から味わってみましょう。

霊的サミットの結果



サタンはいくら神の子どもを攻撃しても勝てないということを知って
いるため、私たちの過去と傷を触ります。私たちは、「どんな状況に置
かれてもかまわない」という信仰の決断を下さなければなりません。ど
うすればよいでしょうか。

1. 契約を正確に握りなさい
暗やみの勢力がいくら強くても、信仰に勝つことはできません。私た

ちはだまされず、正確な契約のみことばだけ握れば良いのです。契約を
堅く握って、信仰を決断すると霊的 DNA が変わります。また、神様が
力の天の軍勢、御使いを送ってくださいます。

2. 過去を天命として握りなさい
過去を天命として握りなさいということは、出エジプトの力を回復し

なさいという意味です。羊の血を塗った日、イスラエルの民はエジプト
から解放されました。同じく、私たちは現実に縛られて生きるしかない
奴隷状態でしたが、神様が今まで守られ、導いて来られました。この事
実を覚えて次世代に伝えなければなりません。

神様が今までくださったすべての約束は、未来の証拠です。今、私た
ちは契約を正確に握って御座の祝福について行けば良いのです。神様は
時空を超越する答え、全世界 237 か国を生かす答えをくださるでしょう。

契約の祈り
神様、正確な契約を握って、過去を天命にして現場と次世代を生かす

者になりますように。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1部 | 2021.2.7

12
A U G U S T・木

 ▢ 聖句暗唱 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 創 43~44 章

民 32:14 ～ 24　あなたがたの子どもたちのために町々を建て、その羊のために囲い場
を作りなさい。あなたがたの口から出たことは実行しなければならない。（24）

次世代のために

新 288 番 イェスはわれ贖い（旧 204 番 つみとがをゆるされ）

Q.
私の力は 

どこから来るのか

主は、彼らの力。
主は、その油そそがれた者の、
救いのとりで。
どうか、御民を救ってください。
あなたのものである民を
祝福してください。
どうか彼らの羊飼いとなって、
いつまでも、
彼らを携えて行ってください。
詩 28:8～ 9

暗やみの勢力がいくら強くて
も、信仰に勝ったことはありま
せん。
世の人々が私たちをいくら嘲

笑して非難しても、神様は私た
ちを捨てられません。
私たちはだまされずに、正確

な契約を握ればよいのです。
ダビデが告白したように、神

様は天の軍勢、御使いを送られ、
秘密の働きを見せてくださるで
しょう。

神様がレビ人に与えられた特別な祝福の中の一つは、24 です。すべて
職分の人々は、静かで安らかな状態で感謝の気持ちで祈り 24 を味わう
べきです。どのように祈り 24 を味わえば良いのでしょうか。

1. 聖所と至聖所の祝福
最も重要なことは、礼拝回復です。まことの礼拝は、聖所と至聖所の

祝福を味わうことです。聖所の中のパン、香の壇 、ともしび、洗盤、油
は、いのちの神様と絶えず伝わる 24 祈りを象徴します。また、至聖所
の契約の箱、セラフィム、大贖罪の日は、時空を超越する御座の祝福を
言います。これを通して、世の中の国が神の国へと回復するのです。

2. 三つの庭
教会は三つの庭を準備しなければなりません。世界 237 か国を生かす

異邦人の庭、病人をいやす祈りの庭、サミット Remnant を生かす子ど
もの庭です。この三つの庭は、私たちが礼拝と神殿の価値を正しく悟る
とき成就されるでしょう。

時代を動かす神殿と十分の一献金、礼拝のためにダビデは一生祈りま
した。一人さえいれば良いのです。神様は必ず天と地と国々が震える答
えをくださるでしょう。

契約の祈り
神様、時代を動かす神殿を建て、毎日礼拝に成功しますように。イエス・

キリストの御名によってお祈りします。アーメン

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2021.2.7
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A U G U S T・金

 ▢ 聖句暗唱 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 創 45~46 章

民 33:1 ～ 4　エジプトは、彼らの間で主が打ち殺されたすべての初子を埋葬していた。
主は彼らの神々にさばきを下された。（4）

新 563 番 主われを愛す（旧 411 番 主われを愛す）

Q.
私   詩：ソン・ミョンヒ

「私」に
何もないけど
「私」には
何の知識もないけど
「私」には
人並みに健康ではないけど
「私」に
人にはないことがあります
「私」は
人が見ることができないことを見て
「私」は
人には聞けない声を聞いて
「私」は
人が受けられなかった愛を受けて
「私」は
人が知らないことを悟りました

公平なる神様は
「私」には
人が持っていることはないけれど
公平なる神様は
人にはないことを
持つようにされました

エジプトからモアブまでの旅程



2021 AUG 14 / 祈りの手帳

Q.
私の目に一番大切に見えること？

神様の視線でこの地に一番必要なそれが
私の目に一番大切に見えますように。

私の必要ではなく、この地にまことに必要なそれを
切に探す祈りの旅程になりますように。

世を捨てる選択ではなく、世の中でも
確実で堂々としていたオバデヤのように
世の中と神様が必ず必要とするその一人

私と私たちの人生がその人になって
ドタンの町運動と世界福音化の道を作る
まことの手伝いをして、答えの通路になりますように。

この時代の人々は、何かに集中したり、執着して生きていきます。し
かし、私たちは神様が必ず必要とされることに制限的な集中をしなけれ
ばなりません。御座と通じる祈りを通して、全世界 237 か国と通じる
答えを受けなければならないからです。神様はこのような答えを受ける
べき私たちに、時空を超越する契約のみことばをくださいました。サタ
ンのどんな攻撃でも十分に防ぐことができる、その答えは何でしょうか。

1. 神様の新しい計画と隠れた弟子
続く霊的戦いに疲れたエリヤは、神の山でみことばを受けました。自ら

考えていることとは異なる新しい計画を教えられました。それは隠れた
弟子 7,000 人とエリシャを見つけて立てることと、王を立てて権力の移
譲まで行われるということです。この答えの土台はオバデヤによって用
意されていました。未来を知る人は、まことのことを取って、ギルガル、
ベテル、エリコは捨てることができます。このとき、サミットの答えが
訪れます。

2. サミットの答えとオバデヤの神様
捨てることを捨て、神様の新しい計画を握ったエリシャは、霊的サミッ

トになりました。ドタンの町では神様が動かされる天の軍勢が守りまし
た。正しい契約を握って正しい未来を生かす人に当然な答えが訪れまし
た。アラムの国の大軍が攻めてきましたが、霊的な力で戦わずに勝つ答
えを受けました。また、オバデヤの献身は、7000 人弟子とドタンの町
運動につながりました。

オバデヤの献身がエリヤ時代を完成し、霊の二つの分け前に向かった
熱望がエリシャ時代とドタンの町運動を起こしたように、私たちの献身
もそうなるでしょう。

契約の祈り
神様、神様の完全な計画に従って、捨てることは捨てて、サミットの

答えに挑戦し、時代を生かす答えのため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します。アーメン

世界青年リーダー修練会 | 2021.2.13

14
A U G U S T・土

 ▢ 聖句暗唱 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 創 47~48 章

Ⅱ列 2:9 ～ 10　渡り終わると、エリヤはエリシャに言った。「私はあなたのために何をしようか。
私があなたのところから取り去られる前に、求めなさい。」すると、エリシャは、「では、あなた
の霊の、二つの分け前が私のものになりますように」と言った。エリヤは言った。「あなたはむ
ずかしい注文をする。しかし、もし、私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を
見ることができれば、そのことがあなたにかなえられよう。できないなら、そうはならない。」

エリシャのサミット集中

新 195 番 み霊よ、われ歌う時（旧 175 番 み霊よわれ歌う時）


