
神様の契約を握った人は、私のことだけを考えて、私が属している集
団だけが重要だと考えることはありません。神様は全世界のすべての国、
あらゆる国の人々が福音を聞いて神様に会うことを願っておられるから
です。どのように神様の心で時代を見ることができるのでしょうか。

1. 奴隷になった理由
ヨセフが兄たちにねたまれて奴隷に売られたように見えたのですが、

神様がヨセフをエジプトに送られたことを覚えなければなりません。奴
隷に行ったヨセフは、いろいろな事件と出会いを通過して、不可能に見
える状況であったのに、結局、強大国の総理になって、民族と世界を生
かしました。その後、イスラエルの民の力が強くなると、エジプトの王は、
生まれてくる男の子を殺せと命令しました。

2. ヨケベデの挑戦
ヨケベデの家庭は、契約を知っている男と女が出会って成り立ってい

ました。しかし、時代の状況は暗く、絶望的でした。いのちを生かすには、
生まれたばかりの息子を川岸に置くしかありませんでした。このとき神
様は、エジプトの王女とモーセが会うようにしてくださり、王女の心を
動かして、王宮に連れていってモーセを育てるようにされました。さら
に、母親のヨケベデの母乳を飲ませながら育てられるように状況を作ら
れたのです。ヨケベデは、乳母の役割をして息子に神様のみことばを刻
印させ、契約を伝達する答えを味わいました。今日、私たちの小さな挑
戦が時代と世界を生かす導火線になるでしょう。

契約の祈り
人生のすべての問題を解決されたイエス・キリストによって刻印され

ますように。毎日、みことばの根をおろして、祈りと伝道が体質になり
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 | 2021.3.20
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SEPTEMBER・月

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 5:8

 ▢ 聖書通読 _Ⅰ列 18:9~10

出 2:1 ～ 10　パロの娘は彼女に言った。「この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ま
せてください。私があなたの賃金を払いましょう。」それで、その女はその子を引き取っ
て、乳を飲ませた。(9)

ヨケベデが握った 
世界 237 か国の契約

新 10 番 来たれ全能の主（旧 34 番 よろずのものとわにしらす）

Q.
神様、 
私が苦しくて孤独で 

つらくて悲しいそのとき 

何をしておられましたか

乳児が虐殺された当時、親たち
の心情はどうだったでしょうか。

乳離れしていない子どもを葦の
かごに入れて川岸に置いたヨケベ
デの心情は、また、どうだったの
でしょうか。

このように、孤独で前後、左右
が塞がってしまったところにいるよ
うに思う時があります。

これ以上、落ちる所がない、ど
ん底にいるとしても、神様はあな
たが神様を頼って信頼することを
願っておられます。

疲れてやつれた私に力を与え、
無気力で無能な私に力を与えるこ
とができる方は神様だけです。

最近は地図アプリが発達して、出発する前に全体の経路をあらかじめ
見る事もでき、どのあたりにいるのかも知ることができて、目的地まで
かかる時間も予測できます。神様は、私たちが契約の旅程をあらかじめ
見て、その道を行くことを願っておられます。どのように、あらかじめ
見ることができるのでしょうか。

1. あらかじめ見た人の特徴
ルデヤ、ヤソン、プリスカ夫婦、ガイオのように、神様に用いられた人は、

神様があらかじめ準備されました。弟子は、人の意志と努力で到達した
り、成就するポジションではありません。彼らは神様のみことばに集中
して、神様の絶対計画と自分に与えられたミッションを悟りました。神
様の絶対主権と願いをあらかじめ見た人に、神様は時代を動かす力と答
えを与えてくださいました。

2. あらかじめ見たルデヤ
ルデヤは神様が備えられた弟子でした。ルデヤは、紫布の商人で、上

層部の人々と会うことができる人でした。伝道したパウロチームが祈り
場があると思われる所に行って、ルデヤに会いました。神様がルデヤの
心を開いて、パウロの語る事に心を留めるようにされました使 16:14。彼
女とその家がみな福音を聞いて救われて、その後、伝道者パウロを助け
てピリピ地域を生かす大きな恵みを受けました。

神様は今でも、ただ福音伝えることを願う伝道者と、その必要を満た
す弟子を会わせてくださいます。その出会いを通して、神様は今日も救
いの働きを成し遂げて行かれます。

契約の祈り
すべてを主管しておられる三位一体の神様が、今、私とともにおられ

ることを忘れないようにさせてください。神様の計画と私に与えられた
ミッションをあらかじめ見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

核心訓練メッセージ | 2021.3.20
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SEPTEMBER・火

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 5:8

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:11~12

使 16:15　そして、彼女も、またその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は、「私を
主に忠実な者とお思いでしたら、どうか、私の家に来てお泊まりください」と言って頼み、
強いてそうさせた。

新 96 番 主イェスは誰でしょう（旧 94 番 主イエスは誰でしょう）

Q.
絶えず祈りなさいと言
われましたが、 

どのように絶えず祈る
のでしょうか、神様。 

とても厳しいのでは 

ないでしょうか。

絶えず祈るというのは、今日、
私にどんなことが起きても、ど
んな人に会っても、神様の絶対
主権の中にあることを記憶する
ことです。

状況によって変わる自分の感
情とあらゆる考えを祈りにつな
げることを意味します。

これが私とともにおられ、私
たちとともにおられ、すべての
ことに働かれる神様を味わう道
です。

あらかじめ見た人



モーセが最も難しい状況にいたとき、神様はホレブ山で血のいけにえ出

3:18 の契約と十戒を与えてくださいました。同じように、私たちが苦難
と危機に陥っているとき、神様は最も重要な答えを準備しておられます。
今日、私たちは神様の契約を握らなければなりません。

1. 火の中で、荒野で
火の中でみことばの衝撃を受けたその日、主なる神様のみことばとそ

の契約を握る瞬間、イスラエルの民はエジプト、サタン、荒野の奴隷か
ら解放されました。また、荒野では幕屋、会見の天幕、天幕、三つの祭り、
契約の箱の祝福が臨みました。私たちはここで三位一体の神様がともに
おられる奥義を味わうようになります。

2. ヨルダン川を渡る前に
神様はモーセを通して、ヨルダン川の前で、イスラエルの民に火の中

で臨んだみことばを再び確認させられました。すなわち、何も心配せず
に契約を握りなさいということばです。私たちは必ず成就する祝福、子
孫のための記念碑的な答えを待って味わう信仰を持続すれば良いので
す。

私たちが握った契約は、必ず神様が成就してくださいます。ですから、
私たちは毎日、特に困難に陥ったときは、神様のみことばをたましいと
心に刻まなければなりません。

契約の祈り
神様、今この時間がホレブ山の時間、荒野で契約が回復する時間になり

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 | 2021.3.21
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SEPTEMBER・水

 ▢ 聖句暗唱 _ ロマ 5:8

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:13~14

申 5:1 ～ 6　「わたしは、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神、
主である。(6)

火の中で受けたみことば

新 516 番 正しい道を歩めよ（旧 265 番 聞けや愛の言葉を）

Q.
絶対的な愛

愛には種類があります。

子どもと親の愛はストルゲー
Storgeと言います。友人の間の愛
はフィーリア Philiaと言います。
また、男と女の愛はエロス Eros

と言います。

単語は違うのですが、この三
つの愛には共通点があります。

それは「条件」があるという
ことです。

しかし、神様の愛アガペー
Agapeは違います。アガペーの愛
は、条件がない絶対的な愛です。

神様は全世界を生かすために、
愛によって私たちを救ってくだ
さり、毎日、導いておられます。

霊的いやしのためには、刻印されたことが変わらなければなりません。
その時から病気が良くなって力が回復する実際のいやしが起きます。こ
のように、先にいやしの働きが起きてこそ、正しい未来も準備できます。
それなら、何が刻印されなければならないのでしょうか。

1. モーセに刻印された神様の働き
ヨケベデは、赤ん坊モーセに乳を飲ませて、神様の契約をあらかじめ

刻印しました。契約はモーセが 80 歳になったとき、出エジプトという
結果を生みました。モーセが死んだ後には、彼の従者ヨシュアとカレブ
が、契約の箱の奥義、モーセと荒野に臨んだ神様の働きを次世代に伝達
しました。次世代に向けた契約伝達は、霊的いやしの核心です。

2. 心を尽くし、精神を尽くして主なる神様を愛しなさい
モーセは「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、

主を愛しなさい」と言いました。それから、これを心に刻むことを強調
して、この信仰を子どもに教えなさいと命令しました。このように、み
ことばで完全に武装して刻印された子どもは、神様が必ずみことばの証
人として立ててくださいます。

神様の民はどこへ行っても、間違って刻印されたことを変えなければ
なりません。そのとき、障壁が崩れる答えが従ってきます。教会が存在
しなければならず、礼拝と祈りだけが答えだという結論をくだすように
なります。

契約の祈り
神様、この地のすべての民が主なる神様を愛して、神様のみことばを

心に刻む働きが起きますように。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 2 部 | 2021.3.21

09
SEPTEMBER・木

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:14~15

申 6:4 ～ 9　心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。(5)

新 295 番 罪におぼれたわれを（旧 417 番 罪におちたるわれをす）

Q.
北朝鮮のために 

祈ってください！  

誤った思想、間違った思想で
刻印された北朝鮮に
モーセに刻印された
神様の働きが起きるように
祈ります。

北朝鮮に
火のような聖霊の風が吹いて
ただ神の国が臨みますように。

まことの契約を握って
密かに礼拝ささげる
北朝鮮の信徒と隠れた弟子を
神様が守ってください。

神様の時刻表に必ず
北朝鮮福音化の門が
開くことを信じて
イエス・キリストの御名よって
お祈りします。

アーメン。

あなたの神、主を愛しなさい



普段から健康と安全のための準備しておくと、緊急な状況や非常時に、
大きく慌てずに対応することができます。霊的状態も同じです。どのよ
うにすれば、神様と方向の合う霊的状態を維持することができるので
しょうか。

1. 婿ではなく、神様のしもべに
イテロはモーセが自分の婿であったから助けたのではありません。異

邦人であったイテロがモーセを婿にして、ミデヤンで 40 年間守ったの
は、とても危険な選択でしたが、彼には神様の契約が最も重要でした。
私自身、私の子ども、私のものを第一に考える時代の風潮と、そうして
こそ成功できると教える世の中で、神様のみことばの中に隠された福音
の奥義と神様の願いを見なければなりません。

2. 同労者と後援者に
イテロは出エジプトの隠れた同労者でした。モーセがエジプトに行っ

て王に会うと言ったとき、娘と孫たちの安全を先に考えたなら、決して
許さなかったでしょう。しかし、イテロは安心して行きなさいと言って、
神様の働きをするモーセを助けました。また、十人の長、五十人の長、
百人の長、千人の長制度を提案し、モーセがイスラエルを賢く導くこと
ができるように後援しました。

福音を聞いたことのない国と未伝道種族に、イエスがキリストである
ことを伝えるミッションを握って今日を生きていく Remnant に、神様
は必ず働かれます。今日は、神様が成し遂げられる未来に向かう初日で
す。

契約の祈り
神様、一度も福音を聞いたことのない国と種族を生かすみことばをく

ださりありがとうございます。その未来のために準備する今日でありま
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 | 2021.3.27
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SEPTEMBER・金

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:16~17

出 18:1　さて、モーセのしゅうと、ミデヤンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラ
エルのためになさったすべてのこと、すなわち、どのようにして主がイスラエルをエジ
プトから連れ出されたかを聞いた。

イテロの世界 237 か国の戦略

新 191 番 日ごとよろこび（旧 427 番 日ごとよろこび）

Q.
神様がくださった 

みことばを 

握っていく中で 

障害物と妨害者に 

出会いました

落胆も、あきらめることも、心機
一転して勇気を出すことも、神様
が願われる答えではありません。

私の利益と安定した生活、成功、
人々に認められるために福音を利
用するときがあります。神の子ども
になりましたが、傷で病んだ心の
状態が一瞬の間にいやされること
はありません。

私の動機と思いと心を随時、点
検する時間が必要です。

私の弱い部分がわなになるので
はなく、苦しみや障害物のゆえに、
さらにイエス・キリストを見上げる
時間が必要です。

イエスがキリストであることを告白する人は、すでに神様に呼ばれた
この時代の伝道者です。神様を知らないために霊的に死んでいる状態の
人々に、福音を伝えていやすために教会を立てられました。神様が伝道
者と教会に備えられた答えは何でしょうか。

1. 契約を体験しなさい
パンデミックの状況で仕事を失い、経済的な苦しみを経験する人がま

すます増えています。ほとんどの人は、世の中は生きづらくて、心は苦
しいと言い、多くの教会は力を失っています。成功した少数の人々は、
はたして幸せでしょうか。神様を離れた状態では、いくらたくさんのも
のを所有していても、うつ病や不眠症、パニック障害を解決することは
できず、成功した後に訪ねてくる心の虚しさを満たすことはできません。
毎日福音を深く黙想するとき、時代と世の中を見る目が開かれるように
なります。

2. 証拠を握って挑戦しなさい
神の子どもの目標は成功ではなく、神様の働きを成し遂げることです。

神の子どもは、人と競争するのではなく、暗やみの勢力を打ち壊す霊的
な戦いをしなければなりません。契約の隊列に立っていれば、偶像が蔓
延している強大国が崩れて、絶対不可能に思われた紅海も分かれる神様
の働きを体験するようになります。

今、直面している問題を自分の努力と意志でなくしたり、解決しよう
とすることは、神様を知らない人にもできることです。私たちは神様の
力を受けなければなりません。サミットの座に行かなければなりません。
そのとき、貧困と無能から逃れて、苦しみと傷を超えることができます。

契約の祈り
神様、今日、神様の御声を聞きますように。私をサミットの座に送る

恵みを与えてください。神様から来る新しい力を得ますように。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 | 2021.3.27
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SEPTEMBER・土

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:18~19

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 250 番 十字架の血によりて（旧 182 番 十字架の血によりて）

Q.
飛行機に乗るためには 

空港に行かなければ 

なりません

列車に乗るためには列車の駅
に、バスに乗るためにはバスター
ミナルに行くべきです。
空港、駅、バスターミナルな
ど、人が集まる場所をプラット
フォームと言います。
霊的サミットの座がまさにプ
ラットフォームです。

御座の祝福が集まる所、時空
を超越する力が臨む所、福音を
聞いたことのない国と種族を生
かす所、天の軍勢が動員される
所です。

私自身が霊的サミットの座に
行くとき、隠された驚くべき霊
的奥義を味わうようになります。

私をサミットの座に送る時間


