
イスラエル民族が、未来への不安と混乱に捕らわれるたびに、神様は「恐
れてはならない。パロ王とエジプトに行なったことを思い出しなさい」
と言われました。神様は主の御使いを送って、聖霊によって守ってくだ
さるため、私たちはただ契約の中にいれば良いのです。そうすると、ま
ことの答えはついてきます。

1. 空前絶後の答え
空前絶後の答えとは、過去、現在、未来がすべてつながることを言い

ます。神様は私たちを繁栄させて、エジプトで行われた同じ祝福を与え
ると約束されました。また、契約が千代まで続くように約束されました。
これらの空前絶後の答えの中で、私たちは恐れずに私たちの人生をささ
げますと告白しながら挑戦すれば良いのです。

2. 最高の霊的水準
私たちが信じる神様は、エジプトでイスラエル民族を導かれ、くまば

ちを送って敵を滅ぼすこともできる主です。私たちは、この霊的事実を
記憶して、神様の時刻表に向けて祈らなければなりません。そうすると、
過去の傷と無能は土台になり、暗やみの勢力がひざまずくまことの答え
を見るようになります。

いつ答えが来るか気にせず、今、霊的な力を育てなければなりません。
時には苦難に陥るかもしれません。そのときは、空前絶後の答えを受け
るための神様の力を体験する機会だと考えれば良いのです。

契約の祈り
神様、日々、霊的な力が加わって、神様の力を体験しますように。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1部 | 2021.3.28

13
SEPTEMBER・月

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:20~21

申 7:12 ～ 16　あなたは、あなたの神、主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし
尽くす。彼らをあわれんではならない。また、彼らの神々に仕えてはならない。それが
あなたへのわなとなるからだ。（16）

契約の道にいる者

新 370 番 主にすがるわれに（旧 455 番 主にすがるわれに）

Q.
信仰もてあゆむ

賛美 344番（旧 なし）

「信仰もてあゆむ」

※ 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。

神様は忘れてはならない契約を与えられました。それは、幕屋、神殿、
教会中心の生活です。私たちは、空前絶後の答えを体験した荒野の歴史
を記憶し、教会と職業、個人が一つにつながる答えに向かって挑戦しな
ければなりません。どのように挑戦すればよいでしょうか。

1. 記念碑的な神殿を残しなさい
神様は主なる神様を説明する記念碑的な神殿を残すように言われまし

た。イスラエル民族を荒野に送られた理由は、神様の力を体験して、出
エジプトの歴史を次世代に伝えなさいということです。同じく私たちは、
神様が見せてくださった働きと祝福を記念して、次世代を生かす神殿を
建てなければなりません。

2. 霊的システムとプラットフォームを作りなさい
世の中は良いシステムをすべて備えましたが、一つだけありません。

霊的システムです。人はパンだけで生きるのではなく、神様のみこと
ばによって生きるので、主をほめたたえて霊的いやしを行う土台が必要
です。また、まことの福音を聞く 237 か国の弟子たちが集まるように、
プラットフォームの役割をしなければなりません。

今が最後の機会です。もし物質の困難を経験しているなら、ただを発
見する機会、失敗したなら唯一性を見つける機会、無能であれば再創造
を見つける機会にして祈りに集中すればよいです。

契約の祈り
神様、私たちの職業とすべての出会いが幕屋、神殿、教会を中心に流れ

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 | 2021.3.28

14
SEPTEMBER・火

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:22~23

申 8:1 ～ 10　私が、きょう、あなたに命じるすべての命令をあなたがたは守り行なわ
なければならない。そうすれば、あなたがたは生き、その数はふえ、主があなたがたの
先祖たちに誓われた地を所有することができる。（1）

新 384 番 わが歩む道に（旧 434 番 すくいぬしイエスと）

Q.
たった一度だけの人生

ハリー・エルキンズ・ワイドナー
Harry Elkins Widenerは、1912年タイタ
ニック号に乗船して事故でいのち
を終えました。

彼の母親は、息子の死を価値あ
るものにするために全財産を寄付
して図書館を建てました。それとと
もに、母親は提案しました。在学
生の教育課程に水泳を必ず採択し
てほしいということでした。母親は
息子が水泳ができなくて死んだと
思って条件を提案しました。

ハーバード大学の図書館は、全
世界のエリートが集まって熾烈に
勉強するために灯りが消えないと
ころとして有名です。図書館の灯
りが消えないということは、それ
だけハリー・エルキンズ・ワイドナー
の人生を追悼して記念する意味に
なるでしょう。

一度だけの人生、私たちは何に
いのちをかけて何を残すべきでしょ
うか。ハーバード大学の図書館の
隠れたストーリーを考えながら神
様に質問してみましょう。

忘れてはならない契約



世の中を生かして家庭と家系を生かす福音を持ったリーダーは、他の理由
がありません。複雑な理由がある人は、リーダーになることができません。
契約を握って、現場でサタンの働きを見た人は、私のみことばの流れ、私の
祈りシステム、私の霊的サミットの祝福を逃しません。問題はいつでもやって
きますが、それに勝つ霊的状態が重要です。リーダーは、自分の問題からか
えって答えを見つけます。

1. 答え
レムナント7 人は、一般的ではない大きな苦しみを経験しました。契約の

ない時代とサタンの働きを見たために、絶対答えを受けました。大きな苦難
がインマヌエルの祝福の中で、すべて答えになりました。苦難を与えた人々
はすべてが答えの門になり、むしろ、彼らを生かす祝福を受けました。そして、
自分を滅亡させようとした傷を不信仰の源泉ではなく、生涯の答えと作品と
して残しました。

2. 解答と正解
契約を正しく握ると私には答えになり、証人として周りに伝えてあげると、

それは解答になります。まことの答えの人は、すべての人に解答を与える人
生の旅程を歩むようになり、すべての事件は神様が備えられたことになって、
結局、王に答えを与えるサミットの答えを受けるようになります。したがって、
職業の現場でただが発見でき、唯一性の答えを待つことができます。再創造
の答えは、契約を握った人なら誰でも挑戦することができる恵みであると発
見するでしょう。

祈りの人が流れに乗っていれば道が見えて、答え、解答、正解が出て、重
要な未来が見えます。したがって、主観的でありながらも客観的であり、合理
的なのに霊的な神様の絶対計画を握ったリーダーとして立つことができます。

契約の祈り
神様、私の霊の目を開いてくださり、不信仰の奴隷ではなく、証人の道に既

に入っていることを知って、解答と正解を伝えて残すまことの答えの人になりま
すように。

日本 Remnant リーダー1 講 | 2021.3.30

15
SEPTEMBER・水

 ▢ 聖句暗唱 _ 創 3:15

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:24~25

創 45:4 ～ 5　ヨセフは兄弟たちに言った。「どうか私に近寄ってください。」彼らが近
寄ると、ヨセフは言った。「私はあなたがたがエジプトに売った弟のヨセフです。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。

リーダーは理由がありません

新 370 番 主にすがるわれに（旧 455 番 主にすがるわれに）

Q.
人生の主導権は 

誰にありますか

救われていない人の人生の主
導権は、父である悪魔にあります。
しかし、救われた神の子どもの人
生の主導権は、ただ父である神様
にあります。

今、目に見える事件と問題と仕
事と人、そして暗やみとサタンが邪
魔して攻撃することがありますが、
決してそれが主導権と決定権を持
つことはできません。

それゆえ、揺れる理由もなく、
他の言い訳と恨みのために人生を
無駄にする理由はありません。

いくつかの理由を見つけること
はできるでしょうが、その理由に縛
られて、不信仰の奴隷になって人
生を無駄にしてはなりません。

十字架の血をもって代価を払っ
て買われた人生は、神様の絶対の
中に入っているからです。

神様が私たちをサミットの答えの中へ呼ばれたことを知っている人は、
今の現場がサミットの座であることを知って、サミットの姿勢と器を備
え始めます。このときから御座の答えが臨み、時空を超越する答えが始
まります。私の職業が 237 とつながり、どんな状況でも神様が与えら
れる力を得て平安を見つけるようになり、成り立つ流れの中に入るよう
になります。正しい選択の基準があるからです。

1. ３つの考え
聖書に出てくる信仰の英雄たちは、大きな苦しみを経験した人たちで

す。そして、生まれがすばらしい人ではなく、非常に平凡な人たちでし
た。ところが、この人々は困難の中で別の考えをしました。まず、三位
一体の神様が今も私とともにおられ、私の身分と権威と背景は永遠であ
る。二つ目に、10 の奥義を選択することができて、三つ目に、10 の土
台をもって揺れない方向を握ることができました。

2. ３つの味わいと１つの決断
大きな苦しみの中でも、別の考えと選択をすると、世が与えることが

できない３つの味わいが訪れます。神の子どもの特権である５つの確信
を握って味わうようになり、神様が願われる流れに向かって選択し、戦
わずに世の中の流れを変える９つのことを見る答えを味わうことができ
ます。したがって、毎日の生活の中で 62 の生活を味わう答えを受け、
御座の答えについて行く重要な決断をするようになります。

定刻祈りでリズムを作るシステムの答えを受けて、神様がともにおら
れて働かれ、永遠に残ることを答えとして受ける準備をしましょう。

契約の祈り
神様、生きておられる神様がすでに与えられた答えの中に隠されたす

べてを失わずに見つけて味わう証人の道を歩みますように。

日本 Remnant リーダー 2 講 | 2021.3.30
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SEPTEMBER・木

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 7:14

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:26~27

ヘブ 11:1 ～ 3　信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるも
のです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって、私たちは、この
世界が神のことばで造られたことを悟り、したがって、見えるものが目に見えるものか
らできたのではないことを悟るのです。

新 383 番 助けを求めて（旧 433 番 山辺に目をあげ）

Q.
平安と気楽  

「揺れない気楽」

現代人の３人に１人が経験し
ている不眠症と浅い睡眠レム睡眠

の問題を持っている人向けに、
心を揺り動かして購買衝動を感
じさせるマットレス会社の広告
のコピーです。
しかし、この広告に登場する
単語は、気楽であって平安では
ありません。
平安は霊的存在である人間が
神様とともにいるとき、そして、
私と世の中とサタンに勝つ力を
持った霊的状態になるときに与
えられる祝福です。
少しの気楽を得るために多少
高価な支出をしたりもします。

世の中が与えられない平安を
得るためには、ただイエス・キ
リストを主人として受け入れて
契約を黙想する小さな時間だけ
でも十分です。
今、平安を得るために、小さ
な時間を作ってみましょう。

別の理由を持っている人



2021 SEP 17 / 祈りの手帳

Q.
努力ですか、それとも恵みですか

エリヤの答えとエリシャの祝福は偶然でしょうか。
必然でしょうか。
それとも必然の時刻表に向けた旅程の結果でしょうか。

エリヤはものすごい努力をした人です。
しかし、それだけでは足りなかったので、えにしだの木の下に倒
れて死を求めます。そのすべての努力は無駄だったのでしょうか。

神様は努力の後に隠されたエリヤの中心を見て、ホレブ山で彼を
呼ばれ、神様の絶対計画を惜しみなく聞かせてくださいました。

その恵みによってエリシャとドタンの町時代を開くことに用いら
れ、エリヤは最後まで尊く用いられました。

エリシャの選択は、ベテル、ギルガル、エリコではなく「霊の二
つの分け前」でした。

時代を分別して、その時代に必ず必要なお使いをしようと思った
オバデヤの中心に、神様は実力と霊性と時代の流れを変える舞台
を作る恵みを与えられました。

私は主のしもべエリヤ、重職者オバデヤ、あるいは次の時代を生
かすエリシャの答えを受けるその人です。

福音を持って御座の奥義を味わう一人の霊的サミットが時代のわざわ
いを止め、サタンの奴隷になった強大国を変えました。ヨセフのような
霊的サミットがいない現場が、本当に空いたところです。一人さえいれ
ば御座の力によって偶像時代に勝つことができるということをエリシャ
を通して確認することができます。御座の背景を味わう霊的サミットは、
サタンのサミットを圧倒します。時空を超越する天の軍勢と御使いが動
くからです。

1. 主のしもべが味わった奥義
私たちは、主のしもべが味わった霊的サミットの奥義を学ばなければな

りません。エリシャはエリヤから雨を降らせたり止めたりする力と、サ
タンのサミット 850 人と戦って勝ったカルメル山の戦い、細かい神様の
御声を聞いて崩れた自分と時代を生かす奥義を学んで、アラム時代の暗
やみに勝ったドタンの町運動を起こしました。

2. 重職者の隠された奥義
重職者オバデヤは、最も邪悪なアハブ王さえ必ず必要とするほどの実

力を備えた臣下でした。また、その時代に、アハブと霊的な戦いを繰り
広げているエリヤの弟子になるほど霊力も備えていました。それを土台
に、オバデヤはエリヤがカルメル山でアハブが大事するサタンのサミッ
ト、バアルとアシェラの預言者 850 人と戦う道を開く仲介者の役割を
果たしました。そして、ドタンの町時代の土台になりました。

霊的サミットとして時代と国と次世代の問題まで解決する未来指導者
である Remnant は、誘惑と惑わしを分別して、霊的サミットの道で待
てばよいのです。神様のみこころなら信仰によって決断すればよいです。

契約の祈り
神様、私の人生が神様の恵みによって霊的サミットの祝福の中に入り、

天命、召命、使命の成就を見ますように。

日本 Remnant 大会 1 講 | 2021.3.31

17
SEPTEMBER・金

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 7:14

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:28~29

Ⅱ列 2:9~11 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。」（9 ～ 10）

空いたところ

新 92 番 高きにいます主（旧 97 番 高きにいます主）



2021 SEP 18 / 祈りの手帳

Q.
裏面を見る目

わざわいの中で契約をもってあらかじめ見る 目

混乱の中でビジョンをあらかじめ持つ 恵み

あきらめるべきときにあらかじめ味わう 夢の人

病気と苦痛の中であらかじめ征服する イメージ

紛争の中であらかじめ成就を実現して伝える

神様が夢見る人間のまことの姿が

今あなたに入っている人生の答えです。

私たちは、私たちが見る現実を否定する理由も、その現実の壁の前で
嘆いて恨む理由もありません。正確に事実と真実、霊的事実を見れば良
いのです。深刻な霊的問題を持ったアハブ王時代に、神様はエリシャを
備えられました。ホレブ山で時代の流れを変えるメッセージが宣言され、
ドタン中心の時代の転換点が作られていました。神様は今も絶対答えを
備えておられます。

1. 絶対主権と絶対計画
神様の絶対主権で私たちは救われて、時代を生かす絶対契約の流れの中

に入っています。絶対不可能な時代のように見える現実の中に、神様は
絶対計画を準備されました。それゆえ、どんな場合でも、絶望する理由
はありません。私の絶望が神様の絶望ではなく、私の絶対不可能が神様
の不可能ではないからです。死以外は選択がない絶対絶望の中にもドタ
ンの町運動は備えられていました。

2. 絶対契約と旅程の目的
神様の目で見ると、私たちは重要ではない答えに興奮したり絶望した

りします。絶対契約を持っている人は、現実と答えの前で揺れません。
むしろ絶対絶望の現実の中で重要な理由を発見します。偶像国家に変
わった理由、カルメルとホレブ山の理由、ヨルダンを渡って霊の二つの
分け前だけを求める理由、ドタンの町運動を展開しなければならない理
由です。神様は戦わずに勝つ永遠の目標と世界福音化のためにお使いを
する権威を備えられました。

今日、私たちが御座の答えを私の職業と人生につなげることができる
なら、ただを発見したサミットになるでしょう。契約を握れば唯一性の
答えを待つことができます。その力で再創造の祝福に挑戦してみましょ
う。

契約の祈り
神様、私の人生がインマヌエルの祝福の中にあることを知って、答え

の大きさではなく、絶対答えを受けて伝える恵みを受けますように。

日本 Remnant 大会 2 講 | 2021.3.31
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SEPTEMBER・土

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 7:14

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:30~31

Ⅱ列 6:8 ～ 23 すると彼は、「恐れるな。私たちとともにいる者は、彼らとともにいる
者よりも多いのだから」と言った。そして、エリシャは祈って主に願った。「どうぞ、彼
の目を開いて、見えるようにしてください。」主がその若い者の目を開かれたので、彼が
見ると、なんと、火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。（16 ～ 17）

現場

新 515 番 目をあげ天を見よ（旧 256 番 目をあげ天を見よ）


