
重要なものを逃して、ささいなことで対立して争うほど残念なことは
ありません。人間は霊的存在なので、神様に会えばたましいの根本問題
が解決します。しかし、人は自分の利益だけを追い求めて、認められよ
うと、権力を握ろうとあくせくしながら生きています。人間にとって何
が最も重要なのでしょうか。

1. 最も重要なことを逃していけません
イエス・キリストを通して神様に会うこと、毎日の生活で神の国を味

わうこと、ただ聖霊に満たされて福音を伝えることこそが、人生の重要
な内容です。時空を超越して働かれる三位一体の神様が、今私たちとと
もにおられます。霊的背景を逃さずに瞬間ごとに味わうとき、神様が与
えてくださる力と知恵と健康を得て、やることを通して人を生かす大い
なる答えが与えられます。

2. 最も重要なことを伝えなさい
神様のみことばは生きていて力があるので、どのような気質の人も生

かすことができます。救われた人の中には聖霊がおられるので、神の子
どもが教会であり、神の子どもがいるところが宣教地です。生死禍福を
支配しておられる神様の統治が及ばないところはありません。

神様は今でもこの事実を知らずに霊的に苦しむ人、特に次世代に最も
重要なことを伝えることを願っておられます。この働きをする伝道者に
天の報いを備えておられます。

契約の祈り
私自身が神様の最も重要なことを握りますように。次世代と全世界の

福音を聞くことができない国と種族に神様が与えてくださった重要な内
容を伝えますように。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 | 2021.2.27

23
A U G U S T・月

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読_ヨシ11~13章

使 27:24　『恐れてはいけません。パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そ
して神はあなたと同船している人々をみな、あなたにお与えになったのです。』

世界を動かしたローマ、 
王の前に立ったパウロ

新 358 番 十字架の旗、主の真理（旧 400 番 十字架の旗、主の真理）

Q.
私の古い枠に触る 

「ボタン」は何ですか

人ごとに、感情的に「ムッ」
とする状況やポイントがありま
す。
自尊心が傷つくと天国にも行
かないという笑い話があるほど
自尊心が重要な人がいれば、礼
儀がない人に耐えられない人も
います。

とても重要な霊的なことの代
わりに違ったこと、間違ったこ
とに力と時間を費やす私の弱い
ポイントはどこにあるのかを見
ましょう。

それがわなでなく、より一層
福音を握るきっかけになるよう
に発想を変えるのです。

大部分の人は自分の力で生きています。しかし、自分の考えが足かせ
になることが多く、限界にぶつかったりします。神様の愚かさは人より
も賢く、神様の弱さは人よりも強いことを覚えなければなりません。ど
のように神様の御手に捕らえられて生きることができるのでしょうか。

1. 私を生かす唯一の道
意地と根性、情熱を持って貧困と逆境に打ち勝った偉人たちの話に良

く接します。そのような姿勢で生きるのが基準となって、自分にムチ打っ
たり他人に勧めたりもします。神の子どもは、世の中の基準を超えた神
様の力を受けなければなりません。成功するために挑戦するのではなく、
神様のみこころを成し遂げるために挑戦して更新するのです。心とたま
しいにみことば刻まれるときに、世の中と環境を超える目が開かれて力
を受けることができます。

2. 飢え渇いた人が訪ねて来るプラットフォーム
霊的サミットは、毎日、私の考え、主張、計画を下ろして、神様を見

上げる時間を持ちます。霊的サミットの座にいるなら、たましいが荒れ
果てて心が病み、生活に疲れた人が訪ねてきます。飢え渇いた人が井戸
を探し求めるのと同じ原理です。霊的プラットフォームは、神様に会う
道を進む駅や空港のような役割を果たすのです。

神様の願いはすべての人が福音を聞いて救われることです。このプラッ
トフォームに時空を超越する御座の祝福が臨むしかありません。霊的サ
ミットを通して、神様は全世界のすべての人と種族に福音を伝え、たま
しいと心と考えと体が病んでいる人を福音でいやされるでしょう。

契約の祈り
神様、神様の御声を聞く日になりますように。私をサミットの座に送

る恵みを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りしま
す。アーメン。

核心訓練メッセージ | 2021.2.27

24
A U G U S T・火

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読_ヨシ14~16章

出 4:24　さて、途中、一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を
殺そうとされた。

新 368 番 主イェスよ、われに恵みを（旧 486 番 主イエスよ、われに恵みを）

Q.
私を下ろせば 

私が生かされます 

神様のみことばを聞いても、
私の生活に適用できないという
人が多いです。
なぜでしょうか。

神様のみことばが良くないから
ではなく、レベルが低く価値な
い私が私を握っているからです。
私の思い煩いが私の考えを握っ
て、目に見えることだけに集中
する私が私の足かせになるから
です。

それなら、どうやって私を下ろ
すのでしょうか。

世の中は瞑想や修練を通して自
分を空ける境地に達しなさいと
言いますが、それはサタンが仕
掛けた高度な落とし穴です。
神様のみことばに捕らえられて
こそ、私を下ろすことができ、
そうなるときにはじめて私が生
かされるのです。

私をサミットの座に送りなさい



2021 AUG 25 / 祈りの手帳

Q.
神様に集中する機会

私たちには他人には言えない恥ずかしい部分があります。
また、未来が見通せなくて落胆するときもあります。
もちろん、その時間が苦しくて放棄したいときもあるでしょう。
しかし、そのときこそ、神様の力を体験して刻印させる機会です。

まことの力は人間の知恵ではなく、天、すなわち神様から出ます。
危機を危機としてだけ解釈する私の考えと感情に
方向を合わせるのではなく、
神様に完全に集中する時刻表だと思ってみませんか。
モーセのように誤った刻印を砕いて、
契約中心に更新する答えを受けるようになるでしょう。

大部分の人は、人の言うことに耳を傾けて、肝心で重要な神様のみこ
とばは聞き流してしまいます。真の成功の方法を知らないからです。し
かし、私たちは絶対主権の中で神様が導かれる所に行く人です。そのた
めには、何を新しく刻印すべきでしょうか。。

1. 400 年ぶりに回復した福音
キリストがサタンの権威を砕かれた創 3:15 という福音が、400 年ぶりに

回復しました。私たちはこの祝福を毎日体験しなければなりません。方
法は私の考えと思い煩いを捨てて、神様が私とともにおられることを味
わうことです。この奥義を先に体験して、次世代に伝えなければなりま
せん。

2. 荒野 40 年間の導き
荒野 40 年はさまざまな苦しみと危機でいっぱいでしたが、幕屋中心

の生活だったので、イスラエルの民には問題にはなりませんでした。む
しろ、聖所と至聖所を通しての奥義であり、唯一である霊的祝福を体験
しました。同じように、私たちは世の中を見て落胆したり恐れる必要が
ありません。神様に集中してカナンの地に入る準備をすれば良いのです。

1 日 5 分の祈りは時代を変化させるほどの力があります。私の考えと
思い煩いを下ろして、毎日 5 分の祈りに集中すれば、私を超える力と真
の幸せが刻印されるようになるでしょう。

契約の祈り
神様、正確な福音と三位一体の神様の導きを日々体験して、それが刻

印されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アー
メン。

インマヌエル教会聖日1部 | 2021.2.28

25
A U G U S T・水

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読_ヨシ17~19章

申 2:24 ～ 25　きょうから、わたしは全天下の国々の民に、あなたのことでおびえと恐
れを臨ませる。彼らは、あなたのうわさを聞いて震え、あなたのことでわななこう (25)

最初に言及した新しい刻印

新 218 番 主なる神を愛せよ（旧 369 番 主なる神を愛せよ）



2021 AUG 26 / 祈りの手帳

Q.
クリスチャン

私は夢を見ながら「クリスチャン」だけに重荷があるのかを知る
ことができませんでした。「滅びの町」にいるとき「クリスチャン」
は自分の重荷に対しては考えていませんでした。しかし、今、彼
は必死に戦う戦場の戦士のように、自分の重荷を脱ぎ捨てるため
に必死になっていました。

私は夢の中で「クリスチャン」が壁が両方に長く伸びている道に
従って、重荷を負ったまま、無我夢中で走る姿を見ました。その
壁は「救い」という名の壁でした。彼はその道を走って行って丘
のふもとで開かれた墓を見ました。そして、少し登ってみると丘
の上に十字架が刺さっていました。「クリスチャン」はその場に立
ちました。彼は十字架の影を踏みました。すると驚くことに彼を
苦しめていた重荷が肩から落ちたのです。丘の下に落ちて行った
重荷は墓の中に入って見えなくなりました。

「クリスチャン」は驚きました。その十字架を見ただけで何もし
ていないのに重荷から解放されたのです。彼は自分の目の前で起
こった光景を直接目撃しましたが、とうてい信じることはできま
せんでした。彼は驚きのあまり、呆然と立っていました。しかし、
たしかに「クリスチャン」の背中には重荷はありませんでした。
そして、彼は願い求めていたように、罪から抜け出したのです。

ジョン・バニヤン 「天路歴程」 より

神様が私たちに苦しい荒野の旅程を許された理由は、契約を刻印させ
て幕屋、教会の祝福をくださるためでした。荒野で刻印されたことは必
ず次世代に伝えられて、時代を動かす答えになります。神様はどのよう
な答えを準備されたのでしょうか。

1. 当然性の答え
危機と苦難は身分、権威を味わい、御座の祝福を体験する機会です。す

なわち、主が私たちの代わりに戦って暗やみを砕かれます。このとき、
どこでも生き残る 10 の奥義、絶対に変わらない 10 の土台、どこでも勝
利できる 5 つの確信、すべてを静かに変える 9 つの流れ、あらかじめ見
る 62 の一生の答え、教会現場を味わうようになります。

2. 必然的かつ絶対的な答え
聖書を見ると、神様はバシャンの王を打たれ、モーセにはヨルダン川

を越えないようにされました。これらのことを通して、イスラエルを導
く方は、ただ主であることを刻印されたのです。また、神様は絶対答え
を準備されました。それは、全世界 237 か国を生かして、そこにいる
次世代をいやして霊的サミットにすることです。

世の中は自分の利益のために戦争をします。しかし、神の子どもは違
います。私たちの戦争は、あらかじめ勝った戦争、世の中と人を生かす
霊的戦争であることを覚えなければなりません。

契約の祈り
神様、私たちを導かれる方はただ主であることを告白します。身分と

権威を味わって、御座の祝福が刻印されますように。イエス・キリスト
の御名によってお祈りします。アーメン。

インマヌエル教会聖日 2 部 | 2021.2.28

26
A U G U S T・木

 ▢ 聖句暗唱 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読_ヨシ20~24章

申 3:18 ～ 22　彼らを恐れてはならない。あなたがたのために戦われるのはあなたがたの神、
主であるからだ 。(22)

あなたがたのために主が戦われる

新 86 番 わが依り頼むイェス（旧 86 番 たよりまつるイエスは）



ダニエルは捕虜でしたが、実力を認められて強大国の高官となりまし
た。福音の本質を逃したなら、肉と甘いぶどう酒を味わって安定した快
適な生活に魅了されていたでしょう。しかし、ダニエルは主の霊が宿っ
ていたので、時代を見て神様の願いを見る、異なる生活を送りました。
ダニエルが見たことは何でしょうか。

1. 理由を知る人
当時、神様を知らずに国全体が偶像崇拝する暗やみの文化が当然視さ

れている時代でした。神様を信じて契約を握ったダニエルは、肉とぶど
う酒を口にしないことを心に定めました。悪い臣下たちは王の信認を得
たダニエルをおとしめようとしましたが、ダニエルは生命に危険が迫る
ことを知っていても、以前のように 1 日 3 回祈って神様に感謝していま
した。ダニエルは世の中の基準と人の顔色を伺うことより、神様が望ま
れることを見つけて従いました。

2. 異なる理由を知る人
目的がはっきりしていなければ、あちらこちらに行ったり、人が集ま

る所に流されたりします。福音を逃したので神殿が破壊されて捕虜と
なったイスラエルの民がそうだったように、私たちも同じです。神様は、
私たちを世界福音化の主役として呼ばれたのに、神様の願いに関心がな
ければ、結局、世の中の精神に支配されて暗やみ文化の捕虜として生き
るしかありません。

時代の問題として台頭しつつある精神疾患と無気力症候群を解決する
道は、ただイエス・キリストだけです。福音ならどのような人も回復し
て生かされます。神様が与えてくださった異なる理由を私たちの人生の
目的と方向として握らなければなりません。

契約の祈り
福音がない時代と世の中を見る目が開かれますように。理由を知って

器を準備する今日を生きますように。イエス・キリストの御名によって
お祈りします。アーメン。

産業宣教メッセージ | 2021.3.6

27
A U G U S T・金

 ▢ 聖句暗唱 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _I サム 1~3 章

ダニ 1:8 ～ 9　ダニエルは、王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと
心に定め、身を汚さないようにさせてくれ、と宦官の長に願った。神は宦官の長に、ダ
ニエルを愛しいつくしむ心を与えられた。

心を定めた重職者

新 138 番 日の照るかぎりは（旧 52 番 日の照るかぎりは）

Q.
捕虜から 

宰相が出てきた

「溝から竜が出る小さな川から竜の
ような大きなものが出てくるという意味の

韓国のことわざ」という教訓として
受けるなら困ります。
貧弱で劣悪な環境を克服して、
社会的地位や富、名誉を得させ
てくださいと祈るためにダニエ
ルは聖書を記したのではありま
せん。

捕虜という絶対不可能な状態
から、宰相という絶対可能な答
えを味わったダニエルは何が
違っていたのでしょうか。

神様は常にみことばを与えてくださり、そのみことばを心に刻んだ人
に約束を守ってくだしました。権力によらず能力によらずただ主の霊に
よってと言われゼカ 4:6、しかし聖霊があなたがたの上に臨まれるときに
力を受けるようになります。使 1:8 聖霊に満たされるなら、目が開かれま
す。どのような目でしょうか。

1. 時代の問題を見る目
憂うつなことがないのに憂うつな気持ちが続き、生活意欲がなく無気

力に生きる人がますます増えて、症状が深刻になって極端な選択するこ
とも多くなっています。気持ちや考え、行動が極端に変化するので苦し
みを受けている人もいて、正常な社会生活が難しいくらい、考えと感情、
知覚と行動がおかしな人も多いです。ソシオパスやサイコパスなどとい
う単語を聞きなれてしまったほど、恐ろしい事件や事故と凶悪犯罪に手
を染める人もますます増えています。この問題の原因は、すべて霊的な
ことにあると見なければなりません。

2. 聖書の流れを見る目
各種の気分障害や精神疾患は、脳の問題から来るのですが、間違った

養育や家庭環境から始まる場合も珍しくありません。無能で貧しくいつ
も争って傷だらけの家庭、家系の霊的背景を断つことのできる方はただ
一人です。イエス・キリストだけが人生のすべての問題の根源を解決す
ることができます。

心と考えが病んだ人はますます増えて当然視される危険な時代に、神
様は私たちを呼ばれました。神様が直接来てくださって福音を与え、今
も聖霊でともにいて導いておられます。神様を見上げる祈りの時間とみ
ことばを黙想する時間に、三位一体の神様と通じるようになります。

契約の祈り
神様、霊的に苦しみ、心が病み、体も病んでいる人に、人生の根本問

題と解答を伝え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。

核心訓練メッセージ | 2021.3.6
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A U G U S T・土

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 64:6

 ▢ 聖書通読 _ ヨシ 1~3 章

出 3:18 ～ 20　彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちといっ
しょにエジプトの王のところに行き、彼に『ヘブル人の神、主が私たちとお会いになり
ました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主にいけに
えをささげてください』と言え。 (18)

新 352 番 たてよ、いざたて（旧 390 番 たてよ、いざたて）

Q.
うつ病は 

風邪のようなものです

有名な神経精神科の医師がテ
レビに出演して口にした一言。
風邪のように誰もがかかるの
で、ためらわずに専門家のサポー
トを受けてほしいと言いたかっ
たようです。

違う側面を見ると、うつ病は
とてもありふれたものとして周
辺に広まっているという意味で
す。
抗うつ薬は憂うつな気持ちを
一時的に改善させますが、憂う
つな気持ちを吹き出す源を止め
ることはできません。
霊的な根源が変わってこそ、
考えと心が変わります。

サミットの時刻表



神様がイスラエルの民を40年間荒野に置かれた理由があります。長年、
エジプトの奴隷として生きて奴隷体質が刻印されていたイスラエルの民
が、ただ福音を通して解放されて、確実なみことばの証拠を握ることを
願われたのでした。同じように、私たちは成熟した信仰の姿勢でみこと
ばの証拠を握らなければなりません。どのような証拠でしょうか。

1. 神様の働きを刻印させなさい
信仰を植えれば信仰が育ち、不信仰を植えれば不信仰が育ちます。同

じ原理で、答えは刻印された通りに来ます。したがって、私たちは思い
煩わずに、サタンとわざわい、地獄の背景から私たちを救ってくださっ
た神様の救いの働きを刻印しなければなりません。

2. 体験したみことばの根を下ろして体質化させなさい
今まで私たちは、神様の保護の中でみことばを体験しました。体験し

たみことばを証拠として握って根を下ろさなければなりません。もっと
重要なことは、未来に対する神様のみことばを体質化させることです。
私たちには各自、神様の時刻表があります。その日のために契約を私の
こととし、人生の塞がっている部分を崩さなければなりません。

私たちは危機に置かれたり、人との葛藤を経験することもあります。
そのときは、揺れずにただ主なる神様だけにすがって正確な契約を握れ
ば良いのです。神様は 100 年の答えを与えてくださるでしょう。

契約の祈り
神様、みことばをつけ加えたり減らしたりせずにそのまま信じて従順

にして、救いと契約のみことばが刻印、根、体質となりますように。イ
エス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
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A U G U S T・月

 ▢ 聖句暗唱 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読_Iサム16~17章

申 4:1 ～ 8　私があなたがたに命じることばに、つけ加えてはならない。また、減らし
てはならない。私があなたがたに命じる、あなたがたの神、主の命令を、守らなければ
ならない。

重要なことを見た人

新 187 番 はとのごと降る（旧 171 番 はとのごと降る）

Q.
肉的信仰

仕事が順調で、誰が見ても有益
なことが手に入るなら私たちは「神
様が私に答えてくださった」とあか
しして喜びます。
反面、問題や危機が来ると「神
様はなぜ私に答えられないのか」
と神様を恨んで落胆します。コリン
ト人への手紙第一 3章では、この
信仰は幼子の信仰のような成熟し
ていない「肉に属する人」だと記
されています。

しかし、ヨブを見ましょう。彼
は全財産と人を失って、病を罹っ
た最悪の状態でもこう告白します。
「神様のみこころは一つである。
だれがそれを翻すことができよう
か。」ヨブの告白はサタンをひざま
ずかせるほどでした。

信仰の座標で見るとき、私は幼
子に近いでしょうか。そうなければ、
ヨブに近いでしょうか。私の信仰
を点検することを通して、不信仰
から回復して契約を再び握る 1日
になるように願います。

Remnant は二種類のプラットフォームを見なければなりません。人
がよく集まるプラットフォーム偶像崇拝文化と、人がまったく来ないプラッ
トフォーム神様がご覧になる所です。この二つを同時に見ることができれば、
世界を動かすことができます。それなら、Remnant に何を教えるべき
でしょうか。

1. 強大国を超える知識と力
Remnant は、強大国を超える知識と力を備えなければなりません。

それは三位一体の神様がともにおられる奥義、霊的存在主の天使、御使い、天の

軍勢を知ることです。また、御座の祝福を受けることができる身分と権威、
10 の奥義、10 の土台、5 つの確信、9 つの流れ、62 の生活、礼拝を
通してすべてに答えを出して解決することです。

2. 世界福音化をする答え
Remnant が行く先々で暗やみが縛り上げられます。Remnant は 237

か国のいやしの現場に、医師、キリストの大使、見張り人として派遣さ
れて、技能を伝えて文化を回復させなければなりません。237、いやし、 
サミット運動は神様がとても必要とされているプラットフォームです。

神様は、モーセとヨシュアに「すでに与えた」とおっしゃいました。
同じように Remnant はあらかじめ見て、あらかじめ味わって、あらか
じめ成就する答えを受けました。祈りと礼拝に集中するなら、この答え
を毎日確認できるでしょう。

契約の祈り
神様、Remnant に世の中を正しく見ることのできる目を開いてくだ

さい。毎日、神様の奥義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。
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A U G U S T・火

 ▢ 聖句暗唱 _ 使 4:12

 ▢ 聖書通読 _I 歴 28~29 章

申 4:15 ～ 24　気をつけて、あなたがたの神、主があなたがたと結ばれた契約を忘れる
ことのないようにしなさい。あなたの神、主の命令にそむいて、どんな形の彫像をも造
ることのないようにしなさい。 (23)

新 183 番 雨を降り注（旧 172 番 雨をふりそそぎ）

Q.
正しい道 

義の道

賛美 516 番（旧 265 番）

「正しい道を歩めよ
　／聞けや愛の言葉を」

※ 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。

世の中の人が知らないこと


