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Q.
まことの力、まことの結果

世の中の偉人伝では、生まれつきの能力や努力を話します。
むしろ、聖書の人物がみすぼらしく見えたりします。

世の中の英雄は、
無数の血を流して地を占領した征服者が多いです。
ところが、彼らの人生の終わりはむしろより凄惨でした。

そして、その周りの人たちも、大きな苦痛を経験しました。
イエス様は十字架の死を迎えました。
まるで罪人の失敗した最後を見るようです。
しかし、イエス様の死は、むしろ世の中を生かしました。
パウロもローマに入って殉教者の道を歩きました。
華麗な武勇伝は残さなかったですが、
彼の歩みは今でもヨーロッパの歴史と教会史に
大きな響きとなって迫ってきます。

どのような力で世の中を生きていくかによって
永遠に残される結果も確実に異なります。

霊的存在である私たちは、
どのような力を得るべきでしょうか。

神様は、時代を生かす人ヨセフに世の中をいやす政治的な力も与えら
れました。ハンナには、時代をいやす重要な指導者を育てる答えを与え
られました。重要な答えの人々は、いつも時代の流れを見ながら、その
流れを変える契約を見つけて、まことの力を受けました。この力は、私
たちにも備えられています。はたして何が含まれているのでしょうか。

1. 聖書の約束と力
聖書には、成就される約束が含まれています。そして、その契約が成就

される流れの中に力が与えられることと証人の答えがあることを約束さ
れました。3 団体は、ネフィリムの力で世界を完全に掌握したように見
えるのですが、契約の民はむしろ、すでに約束された力を受けることに
集中していません。聖書に約束された力を回復するとき、ネフィリムの
わざわいとバベルの塔の暗やみの文化を崩すことができて、世界をいや
すことができます。

2. 聖書の奥義
聖書には、誰でも理解できる内容が多いですが、すべての人が理解で

きない奥義があります。特に霊的問題と精神問題が時代の流れになって
いるこのとき、使徒の働きには解決策が含まれています。使徒の働き 3
章の生まれつきの病、8 章の偶像によって生じた病使 3:4 ～ 8 のような奇
妙な病気が 4 次産業時代により拡散されることを見るようになるでしょ
う。これをいやす答えは、すでに聖書に細かく記録されています。

私の人生と現場に福音と御座の祝福が臨むとき、時空を超越する答え
が始まり、私たちの職業は全世界 237 か国を生かす答えになるでしょう。

契約の祈り
神様、私の考えは聖書の約束の中に留まり、私の心にまことの契約が

入り、私の祈りには御座の栄光と時空を超越する神の国が臨みますよう
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
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A U G U S T・月

 ▢ 聖句暗唱 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 出 1~2 章

コロ 4:7 ～ 8　私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、同労のし
もべであるテキコが、あなたがたに一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた
がたのもとに送るのは、あなたがたが私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受
けるためにほかなりません。

時代を生かす力

新 285 番 主イェスを知りたる（旧 209 番 主イエスを知りたる）



救われた神の子どもになったということは、死後に天国に行くという
単純なことではありません。救われる瞬間から御座におられる神様が父
となる身分になります。また、世界を変えるほどのとても大きな権威が
与えられます。霊的存在である人間がこのように神様とともにいるとい
うことは、ほんとうにとてもすばらしいことです。聖書には、時空を超
越する神の子どもの背景に入った人の話が書かれています。私たちは何
を逃して失ったまま生きているのでしょうか。

1. 聖書の保証
聖書には、誰も助けてくれなくても、神様がともにおられる奥義だけ

で世界を生かすことができると言います。霊的事実を見ると裏面が見え
て、危機はかえって答えになります。そして、競争しなくてもよい再創
造の答えに入って、サミットとして荒れ地も変える絶対計画の実現を残
すようになるでしょう。聖書の 10 の土台を基にして、私たちは 5 つの
確信を持って世の中の流れを変える証人です。

2. 疎通
神様は私たちを時代を生かす人として呼ばれました。神様は最初から

人間に全世界 237 か国を生かす契約を言われました。会う人を福音で
いやし、聖霊の満たしによってサミットにする通路になることを約束さ
れました。現場で会う人々が神様と疎通できるように助けることはとて
も重要です。私たちが少しだけ答えを受けるなら、人々をいやして、御
座と疎通するように助ける役割をはたすことができます。

今、私の現場で 24 の祝福を味わうなら、必ず現場と時代を変える証
人になるでしょう。神様が私に与えられた契約を黙想する時間を持って
みましょう。

契約の祈り
神様、神様を知らないために病んでいる世の中をいやして生かす答え

の人らしく、すでに保証された身分と権威に集中しますように。イエス・
キリストの御名によってお祈りします。 アーメン

世界医療法曹人修練会（本論 3、結論） | 2021.2.13
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A U G U S T・火

 ▢ 聖句暗唱 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 出 3~4 章

創 22:17 ～ 18　わたしは確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を、空の星、海
辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るで
あろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなた
がわたしの声に聞き従ったからである。

聖書の保証

新 202 番 神のたまう聖書は（旧 241 番 神のたもう聖書は）

Q.
呼吸と個人システム

ほとんどの人は、無意識で呼
吸をしています。呼吸が個人の
霊的システムになるためには、
意識的に呼吸をしなければなり
ません。

深い呼吸を通して酸素も十分
に供給されます。深い呼吸をす
るとき、すばらしい集中力と平
安が与えられます。特別な契約
を握って、深い呼吸をするなら、
霊的な力が御座から与えられる
でしょう。
人間が霊的存在でなければ、
深い呼吸と祈りによって作られ
る個人の霊的システムを論じる
理由はありません。しかし、人
間が霊的存在であるなら、神様
に会って、契約を黙想する深い
呼吸を個人の霊的システムにし
なければなりません。

これは、単なる健康を超える
重要な答えの通路となる絶対必
要です。

霊的サミットは、神の国の御座と通じる人です。その人は、祈るたび
に神の国と通じるようになり、御座の背景を味わうことができます。オ
バデヤは霊的サミットでした。そして、神様が願われる方向を知ってい
ました。はたして何でしょう。

1. あらかじめ与えられた答え
祈らないでたくさん考えをすると、心配が生じるしかありません。環

境と状況は昔も今も変わらずに苦しくて問題だらけです。オバデヤが神
様に集中せず、状況を見て、アハブ王の顔色だけを伺っていたならば、
神様がくださった答えを見ることはできなかったでしょう。神様に集中
するとき、問題は神様のみわざが成し遂げられる方法であることがわか
ります。このとき、神様が心と思いを守ってくださることを体験するよ
うになります。

2. オバデヤの背景と献身
オバデヤはエリヤの弟子でありながらアハブ王の臣下でした。この二

つの背景を持って、100 人の預言者を保護して助けました。王妃に敵対
する危険なことでしたが、信じて仕事を任せられるオバデヤのような臣
下がほかにいなかったので、王もどうしようもなかったのです。

オバデヤが助けた 100 人の預言者は後に一時代を動かしたカルメル山
運動とホレブ山運動、ドタンの町運動の主役になりました。霊的サミッ
トひとりを通した小さな変化は、時代と未来を変える莫大な結果として
現れるでしょう。

契約の祈り
神様、神様と方向が合う人生を生きますように。霊的サミットの心構

えを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン

産業宣教メッセージ | 2021.2.20
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A U G U S T・水

 ▢ 聖句暗唱 _ コロ 2:8

 ▢ 聖書通読 _ 出 5~12 章

Ⅰ列 18:1 ～ 13　イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバデヤは百人の預言者を
救い出し、五十人ずつほら穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った （4）

新 285 番 主イェスを知りたる（旧 209 番 主イエスを知りたる）

Q.
霊的サミットが 

持つべき態度  

「私はその人と合わない」
「この組織と合わない」

どこに行っても、誰に会っても、
いつもこのような思いをする人
がいます。
申し訳ありませんが、
あなたは能力がないのです。
世界のどこに行っても私に合う
人、組織はありません。
私の考えと基準が変わらなけれ
ばなりません。

神様が私をすでにサミットとし
て呼ばれたということを信じて、
すべてのことの中で、
神様のことを見つけることが
霊的サミットの心構えです。

全世界 237 か国と 
方向が合っていたオバデヤ



幼くても、年をとっていても霊的サミットの答えを味わうことができ
ます。聖霊の満たしを受けると神様が与えられる力を受け、証人として
地の果てまで行くことができます。誰が霊的サミットの位置に立つので
しょうか。

1. すでに与えられた身分と権威
偶像と暗やみの文化から、家系と家庭の背景から逃れて、神の子ども

に呼ばれた人は、霊的サミットです。神の子どもという身分とそれに伴
う力は、すでに与えられました。みことばによって導かれる父なる神様、
神様を離れた問題と罪とわざわいとサタンの勢力を崩して救ってくだ
さった子なる神様であるイエス様、今も目に見えないように働かれる聖
霊なる神様を記憶して見上げれば良いのです。三位一体の神様とつなが
る時間こそ、インマヌエルが生活の中に成就される時間です。

2. モーセの人生の旅程
モーセは王宮で子どもの頃から青年になるまで、福音と実力を備えま

した。乳母として入った母ヨケベデから福音を伝えて聞いて、大学で最
高レベルの学問を学びました。後にミデヤンに逃げて祈りの奥義をより
深く知り、聖書を記録することになりました。その後、神様は老年のモー
セを呼ばれて荒野に導かれて、イスラエルが出エジプトするときに先頭
に立たせました。

モーセの人生全体が神様の計画の中にあったように、霊的サミットと
して呼ばれた私たちの人生も、神様が細かく導いておられることを記憶
しなければなりません。

契約の祈り
神様、私を霊的サミットに呼んでくださってありがとうございます。

神様が満たしてくださる力をもって世の中に行きますように。イエス・
キリストの御名によってお祈りします。アーメン

インマヌエル教会聖日1部 | 2021.2.7
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A U G U S T・木

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読 _ 民 14 章

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）

すでに来ている祝福

新 325 番 主がともにませば（旧 359 番 主がともにませば）

Q.
霊的サミットへ行く 

時間を持ちなさい！

形式を備えたり、
決断しなくても良いのです。
ポケットに入っているものを取
り出し確認し、再び入れると思っ
ても良いのです。

イエスがキリストであるという
ことが信じられるなら救われま
した。
イエス・キリストの御名で祈れ
ば、神様の時間に答えが来ます。

問題や障害物も必ず越えられま
す。
罪とのろいから完全に解放され、
まことの自由と平安を味わいま
す。

世の終わりまで保護して導かれ
ます。

申命記はモーセがそれまで進んできた荒野の道を振り返り、この先進
む道を話す内容です。言い換えれば、モーセは正確な福音を刻印して更
新すべきだと強調しています。私たちはどのように更新して、何に向かっ
て進むべきでしょうか。

1. 霊的なことを生かす創意的な祝福に向かって進みなさい
イスラエルの民が幕屋中心の生活を送るときに、神様は荒野の道を通

過させました。同じように、私たちの人生は契約と幕屋中心で流れなけ
ればなりません。イスラエルの民は羊の血を塗った日にエジプトから解
放されました。礼拝を通して霊的な祝福を回復して刻印しなければなり
ません。

2. 契約の旅程、未来の中で創意的な祝福を握りなさい
神様は今まで見えない霊的な働きで私たちを導かれました。次世代の

ためにあらかじめ準備された土地も約束されました。私たちは神様が今
までに見せてくださった証拠を握ってカナンの地に入る準備をすれば良
いのです。その地で主の神殿を作って世界福音化をするようになるで
しょう。

過去は土台であり、未来は必ず成就される答えです。それゆえ、今日
が重要です。今この時間、契約を再び点検して 24 時の祈りの中に入れ
ば良いのです。

契約の祈り
神様、今日正確な福音と契約を握る日になりますように。創意的な祝

福に向かって進みますように。イエス・キリストの御名によってお祈り
します。アーメン。

インマヌエル教会聖日1部 | 2021.2.21

20
A U G U S T・金

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読 _ ヨシ 1~3 章

申 1:1 ～ 8　見よ。わたしはその地をあなたがたの手に渡している。行け。その地を所
有せよ。これは、主があなたがたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って、彼らと
その後の子孫に与えると言われた地である。」 (8)

新 449 番 主の福音に聞き従う（旧 377 番 みことばなる）

Q.
どのような心で礼拝を
ささげていますか

感謝しつつ、
主の門に、
賛美しつつ、

その大庭に、入れ。
詩 100:4 

ダビデは
礼拝をささげに行くときに、
王宮に入るときのように
心がうれしいと告白しました。
私はどのような心で
礼拝をささげていますか。

モーセの旅程を振り返る



2021 AUG 21 / 祈りの手帳

Q.
神様の計画、  

聖霊の導きを受ける今日

私は一生懸命、
最善を尽していると思っているのに、
人と話が通じず、
何か行き詰まっているように感じるなら、
そのときは更新すべき時刻表です。
私の考えを下ろして、このように質問してみてください。 

「神様、
この状況と出会いをお許しになった神様の計画は何ですか。
私の考えに従わず、
ただ聖霊の導きを受けますように」

神様は、私たちの良心に
みことばで正確に答えてくださるでしょう。

モーセは神様の時刻表出 3:10 ～ 20 を知る人でした。それだけでなく救い
の祝福、みことばの働き、祈りの力を正確に知っていて神様の働きを数
多く体験しました。その中でモーセが受けた最高の答えは更新でした。
モーセはどのような更新をしたのでしょうか。

1. 根源的な更新
モーセの人生は更新の連続でした。40 年間の王宮生活に慣れたモーセ

が更新すると、神様は 10 の奇跡を見せてくださいました。またミデヤン
では出エジプトの奇跡を、荒野では三つの祭りの祝福を答えられました。

2. 契約の旅程、未来に向けた更新
契約の旅程の中で、モーセは答えと問題に関係なく幕屋、契約の箱、

礼拝中心の生活を送りました。神様はそのようなモーセに確実な未来を
見せてくださいました。するとモーセは、イスラエルの民を天の星のよ
うに豊かにして千倍の祝福を与えてくださった神様に感謝を告白し、か
しら重職者を立ててカナンの地に入ることを助けました。

24 時の祈りをしていると、周辺の環境に関係なく平安と静けさを感じ
て感謝の告白をするようになります。あえて努力しなくても、自然に霊
的更新をするようになります。これは神様が与えてくださった霊的奥義
です。

契約の祈り
神様、24 時祈りと幸せ、感謝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

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2021.2.21

21
A U G U S T・土

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読_ヨシ6、10章

申 1:9 ～ 18　――どうかあなたがたの父祖の神、主が、あなたがたを今の千倍にふや
してくださるように。そしてあなたがたに約束されたとおり、あなたがたを祝福してく
ださるように―― (11)

モーセの更新

新 413 番 しずけき河のきしべを（旧 470 番 しずけき河のきしべを）


