
イエス様は「みことばは一点一画もすたれることはなく、全部が成就
される」とおっしゃいました。その中でキリストの契約を強調しなが
ら「何も恐れてはいけません。聖霊が臨めば力を受けて証人となります」
と約束されました。この契約を握って、どのようにすれば良いのでしょ
うか。

1. 祈りに専念しなければなりません
私の考え、人々の話のすべてが間違っているわけではありません。私

たちは人の話を聞いて尊重しなければなりません。しかし、それは必ず
限界にぶつかって世の中を生かすことはできません。ただ神様の力とレ
ベルによってだけ可能です。ですから、私たちは私の考え、レベルを超
えるために祈りに専念しなければなりません。

2. 御座の祝福、霊的な働きを味わわなければなりません
キリストはヘロデ神殿でなく、マルコの屋上の間に働きました。大き

な患難が来たときに、キリストの働きによってアンテオケ教会が立てら
れました。苦難がすべて危機となったのです。それだけでなく、パウロ
を通じて悪霊にとりつかれた女がいやされて、会堂運動によって次世代
が生かされたのです。

これからは人のことばより、神様のみことばを細かく聞いて心の板に
刻まなければなりません。すると、神様が別に備えられた御座の背景、
光の経済、霊的大使としての祝福を味わって世の中を生かす証人となる
でしょう。

契約の祈り
神様、すべての王の王であるキリストを私たちに与えてくださり感謝

します。その御名で祈ることができる恵みを与えてくださり感謝します。
今日が人生のターニングポイントになりますように。イエス・キリスト
の御名によってお祈りします。
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 ▢ 聖句暗唱 _ マタ 16:16

 ▢ 聖書通読_Ⅰ列18:44~46

使 1:1 ～ 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。 (8)

復活の証拠と証人

新 301 番 主の恵みにより（旧 460 番 きょうまで守りし）

Q.
神様が願われる祈り

祈りの人として有名なジョー
ジ・ミュラー George Müllerにも暗
い時期がありました。当時、救
済不可能だった非行青少年の時
期を送っていたジョージ・ミュ
ラーにある牧師はこう話しまし
た。

 

「悪いくせは一日二日では直せ
ないが、それでも神様は一度ご
自分の子どもとした人を絶対に
お捨てになることはない。落胆
せずに続けて罪と戦いなさい」

そのことばを聞いたジョージ・
ミュラーは、すぐに悔い改めて
毎日朝の４時に起きて祈りなが
ら自分との戦いに挑みました。

神様は私たちに完璧さを望ん
ではおらません。常に神様だけ
を見上げて恵みを求めることを
願っておられます。最も良い方
法は祈りです。今、神様が願っ
ておられる祈りを捧げてみてく
ださい。

義人は当然、主なる神様を賛美するしかなく、賛美自体が最高の祝福
です。王の中の王であったダビデは「息のあるものはみな、主をほめた
たえよ。」と告白するくらい賛美を味わいました。賛美には霊的な力が
あって賛美の中に神様がおられ、悪霊が離れる働きが起きます。

1. 永遠の前の理由
暗やみ、虚しさ、混沌の中で神様は私たちを定めて救ってくださいま

した。滅びるしかなかった存在であった私たちに、神様は「女の子孫が
蛇の頭を踏み砕く」と約束されて、箱舟の中で私たちを隠して保護して
くださいました。それが神様を賛美すべき理由です。

2. 今日そして未来の理由
神様はエジプトの奴隷となっていたイスラエルの民を解放して、荒野

の道で出会う苦難と苦痛の中でも彼らを保護してくださいました。それ
を覚えて神様を賛美しなければなりません。賛美するときに、神様は必
ず現場でともにおられ、私たちは御座の背景をとこしえまで味わうよう
になります。

いのちをくださったことにも感謝なのですが、神様は身分と権威の祝
福までくださいました。私たちは当然、神様に感謝し賛美で栄光を捧げ
なければなりません。

契約の祈り
神様、息のあるかぎり主なる神様を賛美します。私に救い、御座、賛美

の祝福をくださり感謝します。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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 ▢ 聖句暗唱 _ マタ 16:16

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 19:1~2

申 8:11 ～ 20　あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与
えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日のとおりに果たされるためである。 
(18)

新 8 番 聖なる聖なる（旧 9 番 聖なる、聖なる、聖なるかな）

Q.
讃美せよ

賛美歌 31番（旧 46番）

「讃美せよ、救い主イエスを
   ／たたえよ救いぬしイエスを」

※ 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。

神様を永遠に賛美しなさい



自分の利益を追い求める人はあまりにも多いのですが、神様に呼ばれ
たことと神様が与えてくださった使命を悟る人は貴重です。その人は「遠
い未来に、いつかうまく行くだろう。答えてくださるだろう」という漠
然とした考えをするより、今ここでみことばに集中します。どうすれば、
その隊列に立つことができるのでしょうか。

1. 契約の箱のそばを守ったサムエル
時代に向かった神様の要求を悟ったハンナに、神様はサムエルを息子

として与えてくださいました。ハンナは、神様に祈った通りに、幼いサ
ムエルを神殿に送って霊的訓練を受けるようにしました。契約の箱のそ
ばに横になっていて神様の御声を聞いたサムエルは、時代のわざわいを
止めて、国と全世界を生かす神様の働きに用いられました。ハンナのよ
うな人物がこの時代に必要です。

2. ダビデを立てたサムエル
サムエルは、自分が神様のみことばの前で力を得ただけでなく、弟子

を探して育てました。サムエルは当時の王だったサウルには霊的に力が
ないことを見通して、神様が備えられた弟子を探しました。その人物が
ダビデでした。ダビデを通して契約の箱を置く神殿を立てる土台を準備
し、彼の子孫を通して契約を完成させたイエス・キリストが誕生しまし
た。

神様に出会えずに心を病んで、生活が病気になっている人に、人生の
唯一の解答であるイエス・キリストを伝えることが、神様の切なる願い
です。その願いを抱いて、祈りで天の御座を動かすひとりを通じて、神
様は契約を成就され時代を動かされるでしょう。

契約の祈り
神様、人生の根本問題を完全に解決されたイエス・キリストが私の人

生の主人になってください。神様から呼ばれたことと時代的な要求を悟
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・水

 ▢ 聖句暗唱 _ マタ 16:16

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 19:3~4

Ⅰサム 7:1 ～ 15　ペリシテ人がイスラエルから奪った町々は、エクロンからガテまで、
イスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手から、領土を解放した。そのころ、
イスラエル人とエモリ人の間に平和があった。 (14)

サムエルが味わった答えの現場

新 347 番 約束の地を（旧 382 番 約束の地を）

Q.
理論と実際は 

緊密に 

つながっていますが、 
厳密には違う領域です

祈るときに、
かなえられるヨハ 15:7、
するヨハ 14:14と約束され、
理解を超えた大いなることを
告げるエレ 33:2～ 3と言われ、
みことばを行う御使いを通して
働かれ詩 103:20、御使いが来て
信徒の祈りを御座の前に届ける
と知らせてくださいました黙 8:5。

このすべての霊的事実を
知っていても、
実際に私の 24時間の中に
祈る時間が１分もないなら、
それはただの理論にすぎません。

頭で「知っている」祈りではなく、
私の時間をささげる実際の
祈りにならなければなりません。

私は知っている人ですか、
祈る人ですか。

韓国では、うつ病患者数が 2016 年に 64 万 3 千人でしたが、2020
年には 83 万 7 千人と大きく増加しました出典 : 韓国健康保険審査評価院。双極性
障害やパニック障害などを訴える人も周囲でよく見かけ、統合失調症の
患者が引き起こした事件事故によく接する時代です。はたして、福音で
このような精神問題を解決することができるのでしょうか。

1. いやしが必要な時代
病院では、おもに脳から分必される神経伝達物質を調整する薬が処方

されます。薬を服用すれば症状が和らぐこともあります。しかし、薬を
服用しないと再び症状がぶり返す場合が大部分です。治すのと生かすの
は根本的に違う話です。人間は霊的な存在なので、たましいが病んでい
るなら、心と考えが弱り崩れるしかありません。誰でも神様に会えば、
たましいは生かされます。これがいやしの根本であり、はじまりです。

2. 次世代を生かす運動
たましいが生かされる唯一の方法は、神様に集中することです。みこ

とばが神様ご自身なので、神様のみことばを黙想して祈ることが神様と
対面で会うことです。ことばでは簡単に見えても、考えと心がただ神様
だけに集中できない分裂した状態の人が大部分です。神様に向けて心と
考えと体が Oneness になるときに、いやしが起こります。これが次世
代を生かす唯一の方法です。

深い呼吸を通じて心と考えと体をつなげば、神様にもっと集中できま
す。一度では完成しませんが、毎日持続して呼吸と祈りに集中する挑戦
をしなければなりません。

契約の祈り
神様、多くの人が間違った考えと心を持って生きている時代です。全世

界に精神問題で苦しむ人を生かす神様の力を与えてください。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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 ▢ 聖句暗唱 _ イザ 53:3

 ▢ 聖書通読 _ Ⅰ列 19:5~6

ヨシ 3:1-13　主はヨシュアに仰せられた。「きょうから、わたしはイスラエル全体の見
ている前で、あなたを大いなる者としよう。それは、わたしがモーセとともにいたように、
あなたとともにいることを、彼らが知るためである。 (7)

新 349 番 われ主に従う主の強者（旧 387 番 われ主に従う主の強者）

Q.
これらの石は永久に 

イスラエル人の 

記念なのだ ヨシ 4:7

今日のような日は、
この先、再び来ません。
神様が与えてくださる
みことばと恵みと感動を
毎日作品として残しなさい。

文章にしたり、
絵で描いたり、
他の人に話したり、
いろいろな方法で
作品を残すことができます。

それが記念碑を立てる生活です。

次世代に対するサミット運動


