
ヨーロッパで始まった福音と伝道運動、そして宗教改革が回復されな
ければなりません。神様は、私たちではできないことをご存じです。そ
れにもかかわらず、私たちを通して福音を回復させようとなさいます。
すべての時代に必要なこの福音と伝道運動は、御座の祝福、時空を超越
する天と地の権威の働き、そして、光の経済を通して実現されます。こ
の地にただ福音が必要な理由を知る人に与えられる答えは何でしょう
か。

1. 崩れた人を立てる経済
過去の理由を知る人に、崩れた人を立てる経済が与えられます。ロマ

16:25 無能な人であっても、福音がなくて崩れた現場を見て契約を握った
人と神様はともにおられます。ヨセフはこの重要な事実を過去の家庭問
題、ポティファルとエジプトの現場の中で悟ったときに強大国と崩れた
現場を生かす経済が起こりました。そのときから、残りの者運動が起こ
ります。

2. 残りの者と光の経済
今日の理由を知らなければなりません。ロマ 16:26 世の中とサタンの国、

そして神の国です。この時代の流れの中で、神の国が臨むようにする人
が弟子です。このとき、神様は聖書に記されているように光の経済を起
こされます。残りの者のための光の経済が御座から与えられる答えを受
けるでしょう。信じて祈れば、時空を超越する働きが始まります。

危機に挑戦すれば、神様がともにおられる答えが再創造の光の経済と
して現れます。そうなれば、荒れ地を恐れずに、何もない現場ですべて
のものが答えとなるお使いをすることができるでしょう。

契約の祈り
神様、今この現場で神様のみことばが成就して、御座の祝福と時空を

超越する光の経済が実現しますように。
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SEPTEMBER・月

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 7:14

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:32~33

ロマ 16:25 ～ 27　私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたっ
て長い間隠されていたが、今や現されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によっ
て、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あな
たがたを堅く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによっ
て、御栄えがとこしえまでありますように。アーメン。

最後の機会

新 362 番 祝福ください（旧 481 番 めぐみの雨をば）

Q.
何が問題ですか

私は心配ごとが多い信徒に会っ
てみると、心配すべきなのか、
慰めるべきなのかがわかりませ
ん。
残念です。強く叱責もできず、
対話してみるともどかしいです。
最も重要なみことばが通じない
からです。

みことばを聞いて信じれば良い
のに、何が問題ですか。

みなさんひとりだけで良いので
す。
牧師先生がちがっいても、間違っ
ていないみことばを握ったひと
りがいれば良いのです。
逃してはいけません。本当に逃
してはいけません。

みことばを聞いて信じるのです。

神様が治められる御座を背景として味わって祈りはじめれば、暗やみ
に勝つ時空を超越する祝福がはじまります。このときに、光の経済が回
復します。職業の現場に御座の答えが始まるからです。これで 237 か
国を生かすことができます。この答えの人は、霊的見張り人と医者、そ
して大使です。なぜこの重要な職分を与えてくださったのでしょうか。

1. 宗教のいやし
イエス様は宗教の根の上に立てられたエルサレムと教会のいやしを

おっしゃいました。信徒と教会のいやしが必要なユダヤ、福音から抜け
出したカルト宗教現場のサマリヤ、異邦人の地の果てをいやしなさいと
おっしゃいました。このすべての現場をいやすのは、ただ御座の力によっ
てだけ可能です。神の国のこと、聖霊の力によってだけ可能なので、光
の経済といやしが現れます。

2. 文化のいやし
シャーマンと占い師たちは、暗やみ文化によって現場と人々を掌握し

ています。強大な神殿を建てて、大きな暗やみ経済と人材を集めるなど、
強力な暗やみ文化を築いています。それゆえ、天と地のすべての権威を
持っておられる神様が、私たちを通して神の国のことを成し遂げられま
す。私たちは文化のいやしの理由と契約通りに成就される答えを待てば
良いのです。必ず神様は私たちを通して 237 か国と 5000 種族を生か
す働きを成し遂げられるでしょう。

今この時代は、第２のバベルの塔運動と瞑想と気功運動、そして、間違っ
たいやしによって、もっと大きな霊的問題が起こっています。それゆえ
全人的いやしと正常に戻すいやし、霊的いやしが必要です。神様は私た
ちを通してまことのいやしを始められるでしょう。

契約の祈り
神様、生きておられる神様が私たちを暗やみ宗教と文化から救い出して

時代をいやす人として呼んでくださり感謝します。今日がそのことのする
力を得る日になりますように。
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SEPTEMBER・火

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 7:14

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:34~35

使 1:8　しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。
そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人
となります。

新 500 番 なみさかまく世の海（旧 253 番 なみさかまく世の海）

Q.
呼吸、運動、食事

人をいやすなら、考え、心、
身体を生かす全人的いやしをし
なければなりません。

少しも変にする必要はありま
せん。いくらでも科学的かつ医
学的に問題のない正常な方法で
いやす道があります。

本来の人間は、神のかたちを
持つ霊的存在なので、神様から
離れて生じた霊的問題もいやさ
なければなりません。

御座とつながる祈りができる
ほど、運動と呼吸を調節すれば
良いのです。

そのときに、とても重要は働
きが始まります。

この時代が抱えている間違っ
た執着から抜け出して、御座に
おられる神様とみことばに集中
する祝福を味わいましょう。

霊的医者と後遺症のいやし
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Q.
御座の答えを与えてくださる理由

神様がとても重要なメッセージを握った人に無条件で答えられる
理由は何でしょうか。

1. ネフィリム戦略
サタンはネフィリム戦略で、12の刻印で人生と時代を掌握して
います。その問題は契約でなければ、福音でなければ絶対に解決
できないので御座の働きを見せてくださるのです。

2. ネフィリム文化
世の中はネフィリム文化が完全に根を下ろしています。福音の力
でない他の力ではこの問題を解決することができません。

3. ネフィリム体質
ネフィリムで刻印、根、体質化された強大国もサタンの奴隷になっ
て完全に崩れました。

この問題はどのようなものでも解決することができず、ただ福音
の力と御座の答えと働きによってのみ根源的に解決することがで
きます。

霊的な存在である人間が、神様でない他のものを通じて幸せを見つけ
ようと恐ろしいほどあがいている、わざわいの時代です。まことの幸せ
を見つけることができないので、麻薬や他のものに溺れたりもします。
この時代を生かして変化させる契約を握った人に、神様は御座の祝福を
約束されました。この祝福の中での出会いが今日の本文に記されていま
す。この答えの中に入る重要な４つのメッセージは何でしょうか。

1. 残りの者、残る者
福音を失い崩れた時代ごとに、神様は福音を回復させる残りの者を通し

て御座の力を現されました。霊的存在である人間が御座の祝福を味わう
なら、残りの者の答えを受けて、神様の力を回復する残る者の答えを受
けるようになります。オリーブ山の契約を握ってマルコの屋上の間に臨
んだ力を確認した人たちが、アンテオケ教会を立てて文化を変える残る
者の祝福を受けました。

2. 残れる者、残す者
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

りこの答えの流れの中でシャーマニズム文化、占術文化、偶像文化を崩
す力が御座から臨むことを体験するようになるでしょう。この伝道者の
旅程をともにする次世代が生き残って、時代を生かす残す者の答えを受
けるようになります。御座の力に従って会堂に入ったのですが、テサロ
ニケ、コリント、エペソが生かされました。その答えの道に従って行く
とローマを生かす答えの道が広がりました。

いまは、この契約に従って祭壇を築けば、神様の夢が私のこととなり、
ホレブの山の神様が私の神様となって、天の軍勢と御使いが動く御座の
答えを受けるようになります。

契約の祈り
神様、今日私の人生と職業の現場に御座の力が臨み、今働かれる神様

を味わいますように。
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SEPTEMBER・水

 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 7:14

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:36~37

使 18:1 ～ 3 その後、パウロはアテネを去って、コリントへ行った。ここで、アクラと
いうポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝が、す
べてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近ごろイタリヤから来て
いたのである。パウロはふたりのところに行き、自分も同業者であったので、その家に
住んでいっしょに仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。

初めての機会、御座の祝福

新 313 番 主イェスはわが君（旧 352 番 主イエスはわが君）



サタンの最も恐ろしい戦略は、次世代を崩すことです。各種の文化と理論で
次世代を「変化」させながら、事実は「変質」させています。原罪に縛って
神様とは関係ない「異なる私」「異なる世界」を素晴らしく包装して、結局、
時代を崩しています。神様は Remnant 時代を開いて、この流れを変えること
を願っておられます。御座の答え、時空を超越する答えでサタンに打ち勝つよ
うにされます。魅惑と誘惑で混乱した時代を生かす私たちが握るべきことは何
でしょうか。

1. 時空超越と味わいの旅程
救われた契約の民には、三位一体の神様を 24 時を味わう特権があります。

時空を超越する契約の座を選べば、驚くことが起きます。そのような人を通し
て、患難の中でもアンテオケ教会が立てられて、ローマ福音化の答えにつなが
りました。わざわいを超越する契約を握れば、混乱の中でも道を見つけるよう
になり、希望がないまま生きている時代にまことの夢を発見するようになります。
また、病気時代を生かす神のかたちを回復して、紛争の中でも作品を残すよう
になります。

2. 時空超越の答えと目標
この答えの旅程に従って、時空を超越する答えがやって来ます。この答えを

あらかじめ見て、味わって、征服して、待てば成就します。このときから、す
べてのことを契約の目で見るようになり、すべてのことが答えになる All in、All 
out、All change を味わうようになります。また、神様が与えてくださった道
具と神様の力で、世界を生かす時代的な力を人生の目標として握るようになり
ます。サタンは間違ったものを握らせようとします。他のものでなく神様のみこ
とばを握るときに、時空を超越する答えが始まるでしょう。

祭壇を築く定刻の祈りをしていると24 時となり、25 時と永遠の答えが来ま
す。なぜそれが可能なのでしょうか。神様が今私と、私たちとともにおられる
からです。この旅程は、ただ、唯一性、再創造が実現される道だからです。

契約の祈り
神様、神様が与えてくださった御座の答えと時空を超越する祝福を確信して

崩れた時代を生かしますように。
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SEPTEMBER・木

 ▢ 聖句暗唱 _ マタ 16:16

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:38~39

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。

時空超越と答え

新 366 番 暗き目を開き（旧 485 番 わがめをひらきて）

Q.
１日５分だけ。 
そして 

人生をかけることは

御座と時空を動かす
契約の中にいる人は
１日に５分ずつだけ祈っても
良いのです。

なぜパウロは会堂に行くことに
人生をかけたのでしょうか。
なぜ講堂に、市場に
行ったのでしょうか。
それがすべて重要な
Remnantの現場でした。

みなさんが５分だけ
祈れば良いというのは、
どういうことでしょうか。
プリスカ夫婦は
安息日にだけ入って
働きをしたのに
世界を変えることが
起こりました。
それならば、私たちも
祈りで５分だけ
味わえば良いのです。

これ以上、何かをする必要は
あるでしょうか。

全世界の 237 か国と 5000 種族の多くの人々が、福音を一度も聞けな
いまま生きています。神様は彼らが福音を聞いて救われることを願って
おられます。また、神様の願いに方向を合わせた弟子を探しておられま
す。どうすれば、この隊列に入ることができるのでしょうか。

1. 噂より神様への期待
エリコに派遣された斥候がラハブの家に隠れました。告発を受けて王

宮からラハブの家を捜索しに来ましたが、ラハブはうそをついて斥候を
隠して保護しました。ラハブは世の中の声、人々の話に揺れず、イスラ
エルをエジプトから導いて紅海とヨルダン川を分けられた天と地の神様
を信じました。ラハブは斥候に救いを求め、赤いひもを窓に結ぶことを
約束しました。神様の約束どおりに、エリコはイスラエルによって陥落
し、ラハブとその家庭は救われました。

2. イエス・キリストの系図に入る
異邦人女性のラハブの名前がユダヤの王の系図に載るようになりまし

た。サルモンに、ラハブによってボアズが生まれ、ボアズに、ルツによっ
てオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれたと聖書に記されていま
す。ダビデの血統からイエス・キリストが生まれたので、結局、ラハブ
は救いの隊列に立つことになりました。

神様は多様な民族と 5000 種族と 237 か国を抱いて時空を超越する祈
りの奥義を味わう弟子を探しておられます。神の国の背景で弟子ととも
におられ、いのちが生かされる証拠を与えてくださるでしょう。

契約の祈り
神様、イエス・キリストを通して人生の根本問題を解決してくださり

感謝します。福音を聞くことができない民族と国に光を放つ見張り人、
いやす霊的医者、イエス・キリストの大使として行くことができますよ
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。
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SEPTEMBER・金

 ▢ 聖句暗唱 _ マタ 16:16

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:40~41

ヨシ 2:15 ～ 24　ラハブは言った。「おことばどおりにいたしましょう。」こうして、彼
女は彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は窓に赤いひもを結んだ。 (21)

新 265 番 主イェス十字架を負い（旧 199 番 主イエス十字架を負い）

Q.
聖書の中で 

神様に用いられた 

重要人物の周辺には、 

必ずしも 

信仰があった人だけが 

いたわけでは 

ありません  

むしろ神様を知らなかったり、
信じない人がもっと多かったの
ですが、神様はその人々にも大
切な役割を与えられました。
ヨセフが総理になるまでに出
会った人たち全員が神様を知り
ませんでした。パウロがローマ
に行くときも同じでした。
すでに現場と周辺には、いろ
いろな民族、いろいろな国の人
たちが集っています。彼らを伝
道の門として見て、その国を生
かす道として見ることができな
ければなりません。
それが伝道者の目です。

世界 237 か国と 
5000 種族の弟子ラハブ
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Q.
7つの流れを黙想しながら私に適用

1. 三位一体の神様

2. どこでも生き残れる 10の奥義

3. 10の土台

4. 時代を変える 9つの流れ

5. 5つのキー key

6. 62の伝道者のキーワード

7. 御座の祝福を私のこととしてつなげる礼拝

400 年余りの奴隷生活を清算する出エジプト事件は、言うまでもなく
重要な事件です。一方、出エジプトほど重要なことが荒野で成し遂げら
れました。神様は 40 年の荒野生活を通じて、どのような働きをなされ、
イスラエルに何を語られたのでしょうか。

1. 刻印、根、体質
なぜ人間が滅びるのかを知らなければ、その人生は、結局、平安と満足

を得ることができず、個人の問題と家庭に来るわざわいを防ぐことも解
決することもできません。エジプトから抜け出したものの、荒野生活は
終わりが見えないように思えます。罪と死の奴隷から、サタンの勢力か
ら完全に抜け出したのに、不信仰の体質はしつこくついて来ます。奴隷
となった私中心の考えと、物質を愛して、成功を追い求めて神様なしに
生きて行けるという錯覚を崩し、毎日、過越祭の意味を刻みなさいとい
うことで荒野に留まらせたのです。

2. 荒野で起こったサミット運動
礼拝を通して福音が刻印されて、みことばが根を下ろし、生活がいや

されれば、他の人に影響力が及ぶようになっています。神様から選ばれ
た民であることをすべての瞬間確認し、イエス・キリストと神の国、聖
霊の満たしを味わうようになります。すべての問題、できごと、出会い
に接するときに、神様の御前で真実さをもって立つ機会にすれば良いの
です。また、荒野生活は苦しくて劣悪な状況が続くわけではありません。
霊的サミットとして訓練される最適な環境です。

契約の祈り
神様、荒野の 40 年の意味を知るようにしてくださり感謝します。神

の国のことを知らせてくださった復活以後の 40 日の内容を、もっと深
く悟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。
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SEPTEMBER・土

 ▢ 聖句暗唱 _ マタ 16:16

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:42~43

申 8:1 ～ 3 あなたの神、主が、この四十年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を
覚えていなければならない。それは、あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその
命令を守るかどうか、あなたの心のうちにあるものを知るためであった。 (2)

荒野で起こったサミット運動

新 315 番 主よ、わが主よ（旧 512 番 主よ、わが主よ）


