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20190801 世界レムナント大会メッセージ 第 2 講 

 

契約の旅程（CVDIP）24(勝利)、25(リーダー)→神様の時刻表 

 

▶序論 

 

▶世の中の枠をどのように変えることができるのでしょうか。ただ、契約で変えることができます。し

かし、この契約には旅程があります。契約の旅程に従っていける人が枠を変えることができます。 

ですから、契約の旅程は…  

①私たちに完全に夢として 24 時間味わえなければなりません。夢のない人は、答えが来たとしてもな

んだか分かりません。また、夢が間違っている人は、間違った答えを受けるようになります。正確な夢

を見ている人は、正確な答えを得ることができます。夢が大きければ、大きな答えを得るようになりま

す。しかし、多くの人々は、間違った夢を見ています。 

②私たちは、神様から与えられた Vision の中から来る夢を見なければなりません。 

③この夢は、必ず福音を正確に知るところから出てきます。それが Covenant です。 

④こうなるときに、答えを正確に見ることができます。Image です。あらかじめ見るということです。 

⑤この夢は、必ず世界福音化を成し遂げていきます。 

この契約の旅程を指して、「CVDIP」と言います。 

 

▶この契約が 24 時になったときに勝利します。良い大学を出ていなくても、世界を動かす人がいます。

この 24 時の中にいるからです。良い大学を出たとしても、失敗してしまう人がいます。この中にいた

からです。もしも未信者だとしても、これを成し遂げる人であるならば勝利します。例えば、ビル・ゲ

イツは未信者です。けれども、世界化を成し遂げることには用いられました。ローマは未信者です。し

かし、多くの道を磨く役割をしました。それが世界福音化に用いられたということです。 

 

▶ましてや私たちは契約の人です。この契約が 25 時になったときに、世の中をリードすることができま

す。それでリーダーになります。この部分を必ず覚えていただきたいと思います。これを指して「神の

時刻表」と言います。レムナントは、どんな場合にも、この CVDIP による 24 時の中にいれば勝利しま

す。そして、その 24 時が 25 時の状態になったときにリーダーになります。レムナント 7 人は年齢がと

ても幼かったのです。しかし、リーダーになりました。なぜなら、神様の時刻表の中にいたからです。

ですから、今回の大会のメッセージは、実際的に握っていただきたいと思います。 

 

▶序論 – それでは、どのようにしてこの 25 時の中に入ることができたのでしょうか。 

 

まず先に見なければならない部分です。 

 

1）荒野、海、川、ホレブ、オリーブの山、マルコの屋上の間（礼拝 - 体験） 

▶どうして時々、荒野に導いたのでしょうか。またあるときは海に導いていきます。あるときは川、あ

るときはホレブの山、重要なときにはオリーブの山に連れて行きました。そして、マルコの屋上の間、

こちらの方に導かれたのです。この特徴はなんでしょうか。これは皆さんが体験できる礼拝を指してい

ます。この祝福を味わっている人に、この時刻表が与えられるのです。 

 

▶レムナント大会は何か。それは神様がホレブの山で与えられた契約を体験することです。では、オリ

ーブの山はなんでしょうか。神様から与えられたその契約を体験する時刻表です。とても重要な話です。

今日皆さんが座っていらっしゃるこの場所は、神の 25 時を持って来る場所です。必ずこれは成就され

ます。 

 

2）定刻祈り - リズム（一人の祈り） 

▶定刻祈りはなんでしょうか。重要です。皆さんの霊的リズムを生かすことです。この定刻祈りの特徴

はなんでしょうか。このリズムというのは、礼拝が終わった後、帰って一人で祈ることができる、この

リズムです。これは 25 時になっていく道です。 
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3）24 時 - 現場（すべての場所） 

▶では、昨日言った 24 時はなんでしょうか。現場です。皆さんは、すべての場所で祈ることができます。

このように行くことです。レムナント大会に皆さんが来られたということは、ホレブの山にいま来てい

ます。このホレブの山でモーセは召されました。また、ホレブの山でエリヤが力を受けました。ホレブ

の山でエリシャという人物が発見されました。ホレブの山で 7 千人の弟子が起こされると約束を受けま

した。そして、ホレブの山を通してドタンの町運動が起きました。その場所が今日というこの場所です。

この大会の意味を知る者に、神は御働きを与えられると思います。そして、この礼拝の内容をもって、

家に帰って一人で祈ること、これがすべてのリズムを見つけることになります。このときから、すべて

の現場で働きが起きるようになります。24 時です。 

 

4）25 時 – 神の国（味わうこと） 

▶この次に 25 の時刻表を迎えます。25 時とは神の国です。皆さんが行かれるすべてのところに、確かに

神の国が臨みます。ヨセフに神の国が臨まれます。これをすべてのところで味わうことです。今回この

内容を必ず覚えてください。CVDIP は何か。それは契約の旅程です。どのように味わえばよいのか。そ

れは 24 時間、必ず勝利します。どのようにこの世の中をリードすることができるのか。それは 25 の力

で。必ずこれを覚えてください。 

 

5）霊的サミット（霊的な大統領） 

▶この段階に進みますと、レムナントの皆さんは、年はまだ若く幼いとしても、霊的サミットになれま

す。霊的な大統領になります。このサミットという言葉は大統領ということです。ご覧ください。ヨセ

フは年は若かったのですが、監獄の中でもサミットになりました。どのようなサミットになったのでし

ょうか。霊的サミットになりました。お分かりでしょうか。このようにならなければ、世の中を生かす

ことができません。 

 

▶神様は信じる者に与えられた確実な契約です。レムナントが持つ答えです。では、伝道はどうしたら

よいのでしょうか。心配する必要はありません。なぜなら、この通りになっていけば、神の国が臨まれ

るからです。では、神の国が臨まれるとはどういうことですか。レムナントが行かれる、また、進むす

べてのところで、暗やみの勢力が離れることです。レムナントが行くところには、目に見えない聖霊の

働きがあるということです。また、レムナントが行くところには、御座から主の御使いが遣わされとい

うことです。これらは世の中の人々にはまったく理解できない言葉です。そうだと思いませんか。皆さ

んは勝利することができます。だから、これを待ちなさいということです。待つということは、ただ何

もしないで待つということではありません。いつでもいま言ったこの 5 つの内容を味わうということで

す。いつでも。実際、皆さんが、契約の旅程、CVDIP さえ理解できたならば、それでおしまいです。レ

ムナントの皆さんはどこに行こうと、いま言った 5 つの内容を味わってください。そうすると、霊的サ

ミットになるからです。皆さんが答えを受けますと、お父さん、お母さんも皆さんについてくるしかあ

りません。ですから、まったく心配する必要はありません。皆さんが霊的サミットになりますと、実際、

大統領も従ってくるでしょう。これが本当のレムナントです。何事も心配する必要はありません。神様

が与えてくださることです。これはレムナントが当然ながら受けるべき答えです。 

 

▶本論 - このときからどんなことが起きるのでしょうか。 

 

このときから契約の旅程はどうなっていくのでしょうか。 

 

1. 神様のもの→私のもの 

 

▶神様のものが、私のものになります。このときから起き始めます。 

 

1）Covenant-絶対不可能（使徒 1：1、3、8） 

▶このときから Covenant はなにか。絶対不可能に挑戦することです。重要なキリスト、神の国、ただ聖

霊によって絶対不可能を変えることができます。これが 25 です。世の中の人々には不可能なことです。

私はいつも考えていました。誰かがスティーブ・ジョブズに福音を与えることができたならば。誰かが

ビル・ゲイツに福音を与えることができたならば。誰かがアメリカのマイケル・ジャクソンに福音を伝
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えたとしたら。誰も伝えることができなかったのです。だから、皆さんが絶対不可能に挑戦することが

契約の旅程です。 

 

2）Vision-絶対可能（使徒 1：14） 

▶Vision はなんでしょうか。それは絶対可能です。神様が与えてくださった Vision は、絶対可能です。

その契約を握ってマルコの屋上の間に集まりました。これで十分です。 

 

3）Dream-絶対計画 

▶このとき、現場にいま言った序論の 5 つの内容をもって入っただけなのに、皆さんに夢が現れます。

それはなんでしょうか。絶対計画です。この状態は勝利するしかありません。神様の絶対計画ですから。

これが夢、ドリームです。確実なドリームです。私にとって世界福音化、レムナント運動は、絶対計画

です。これは続けて成し遂げられていきます。なぜなら、それは神様から与えられた Vision だからで

す。どうしてこの働きをしなければならないのか。それは絶対不可能を変えなければならないからです。

アメリカ、ヨーロッパ、日本、このように発展している先進国も、どんなに努力しても、霊的問題を解

決することはできません。ただ神のものだけが絶対不可能を可能にできます。その主役が皆さんである

ということです。 

 

4）Image-絶対能力 

▶それでは、このときから成っていくことはなんでしょうか。私はなぜ Image と書いたか。これは神が

あらかじめ与えてくださり、あらかじめ見ることができるから Image としました。あらかじめ見ること

は、神のみことばです。神様がくださった祈りの答えを、あらかじめ見ます。これを指して、絶対力と

言います。勝利するしかありません。これが 25 時の内容です。レムナントの皆さんは、契約を握るだ

けで結構です。いつそれが成し遂げられるのか。それは皆さんが、外の現場に出て行ったときに。また、

いつ成し遂げられるのでしょうか。皆さんが危機にぶつかったときに、これは成し遂げられていきます。 

 

5）Practice-絶対目標 

▶Practice はなんでしょうか。237 です。これを指して、神の絶対目標と言います。このように成り立

っていきます。 

   

2.レムナントを通して→伝達 

 

▶神様は、レムナントを通して伝達していきます。いつでもそうです。 

 

1）創世記 41：38 

▶創世記 41：38、パロの王の前に行って、これを伝えてきました。なにを伝えたのでしょうか。神様が

行われた 25 時の奥義について伝えたのです。世界のリーダーになりました。 

 

2）出エジプト 5：1-12：46 

▶パロ王の前に立ちました。ここでモーセを通して 10の奇跡が起きました。この時刻表が来ます。いま

来ました。驚くべきことでしょう。 

 

▶今回バヌアツの大会がありますが、周辺国家、14 カ国の大統領に福音を伝えます。その方々がご参加

されるのです。今後、アフリカ 70 カ国の大統領に福音を伝えるようになるでしょう。世界中にまだ福

音をまったく聞いたことがないところがたくさんあります。彼らの王たちに福音を伝えていくと思いま

す。皆さんが起こされることによって、全世界のリーダーたちに福音が伝えられるようになります。こ

れはただ聞き流してはいけません。本当に信じてください。神様はいつの時代も伝道をする牧師先生方

に契約を与えてくださいました。いつでも。いつの時代も伝道者たちは汚名をかけられていたが、しか

し、神は契約を与えられました。そして、神様は、危機の時代ごとにレムナントを起こしてくださいま

した。一度も欠かさずにそうでした。契約をよく握ってください。教会が間違った契約を握ることによ

って、無駄なことになってしまいます。それがいまのアメリカの状態です。アメリカを生かさなければ

なりません。私が思うにいまの結果は、完全に間違った契約を握ったからだと思っています。ヨーロッ

パが間違った契約を握りました。ですから、経済は成長しても、霊的なことは滅びてしまったのです。
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皆さんが生かさなければなりません。いいえ、必ず生かせるようになると思います。なぜなら神様がな

さった事件だからです。 

 

3）Ⅰサムエル 7：1-15 

▶皆さんの個人の能力とは関係なく、神がなさったことをご紹介します。ある日、ミツパ運動を起こさ

れました。これはサムエル個人の能力とはなんの関係もありません。皆さんの背景とは関係なく、神様

は 25 時のリーダーとして立ててくださいます。これは神様の時刻表であるため、誰も奪うことのでき

ないことです。今日からレムナントの皆さんは、なにも心配する必要はありません。 

 

4）Ⅰサムエル 17：1-47 

▶神は、ある日立ててくださいます。ゴリアテの前に立ちます。ダビデです。ダビデは、この時刻表を

迎えたときに、確信を持って行きました。そうです。 

 

▶いま、皆さんがこのように訓練を受けていますが、ある日危機のときに、確実な答えを持って行くよ

うになります。そして、その危機の現場で契約を伝達します。どのように伝達しますか。主なる神は私

とともにおられますと伝えました。主なる神があなたを祝福されています。これを伝達しなければなり

ません。主なる神は私とともにおられます。主なる神はあなたを祝福しています。これを伝達しなけれ

ばなりません。すべてのエジプト人の前で、主なる神は私とともにおられるということを説明しました。

これを全世界に見せたのです。サムエルが生きている間、戦争は一度も起きませんでした。ダビデはな

んと言ったのでしょうか。あなたは剣と槍を持って私に立ち向かったが、私は万軍の主の御名によって

立ち向かうと言いました。それを伝達すればよいのです。皆さんにそのような時刻表が来ると思います。 

 

5）Ⅱ列王 6：8-24 

▶ある日レムナントたちを通して、ドタンの町運動が起きます。可能でしょうか。神のみこころです。

だから、レムナントを育てていくのです。レムナントが起こされるので、世界中からドタンの町運動が

起きるのです。 

 

6）イザヤ 62：6-12 

▶次はなんでしょうか。ある日レムナントを通して見張り人の運動が起きます。万民がこの旗を持って、

主の御前に集まる日が来るということです。この運動を指しています。 

 

7）使徒 27：24 

▶ある日レムナントたちを通してこの運動が起きます。カイザルの前に立つということです。そうです。

必ず覚えてください。 

 

▶契約の旅程 24 時の中で。これは私ができることです。しかし、成功して滅びる理由はなんでしょうか。

契約の旅程 25 時、神様の時刻表の中に入れば勝利します。この中に入ってください。その 25 時の時刻

表になったときに御働きが起きます。このときから、私の力とは関係なく変化していきます。必ず記憶

しなければなりません。 

 

3.レムナントの現住所→神の時刻表、神の 25 時の中に 

 

▶そうすると、どうなるのでしょうか。皆さんは、今日握らなければなりません。レムナントの現住所、

これを知らずにいたのではいけません。自分の家の住所を知らなければなりません。レムナントの現住

所はどこですか。それは神の時刻表です。レムナントの現住所はどこでしょうか。25 時です。これが皆

さんの現住所です。どのような状況の中でも大丈夫です。レムナントはどこにいますか。神様の 25 時

の中にいます。レムナントは神様の時刻表の中にある。これは確実です。パウロがこのように告白しま

した。私を強くしてくださる方によって、と言われました。現住所を表しています。レムナントの現住

所です。お分かりでしょうか。「私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるので

す」。これはパウロが監獄の中で言った言葉です。例えば、私はいま刑務所の中にいるけれども、と言

わなければなりませんでした。しかし、パウロはそう言わず、私を強くしてくださる方によって！すべ

てのことができるということです。これが皆さんの現住所です。今回、皆さんの傷はすべてここで捨て
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てください。皆さんの現住所ではありません。両親のせい、家族のせい、恨み、全部捨ててください。

皆さんに必要なものではないからです。皆さんに必要なのは、この神の時刻表、25 時の現住所です。こ

の内容をもって答えられるようになると思います。 

 

1）実践時刻表 

▶次に、皆さんが、実践時刻表を構成することを願います。今日からすべてのレムナントは、祈りの手

帳をもちまして、自分の伝道日誌を記録してください。3 つの今日を細かく記録してみてください。み

ことばを記録しましょう。皆さんが、今日どこに行ったか、場所も記録しましょう。どこでお金を使っ

たか、それも記録しましょう。全部記録してください。そして、10 年後にそれを見てみてください。20

年後にいま書いたことを確認してみてください。なぜいまから記録する、メモすることを習慣化するの

かと言いますと、皆さんはこれから大きな人になるからです。そして、これから成長して皆さんの子ど

もたちに見せてあげなければなりません。皆さんはこれから大いなる人になるからです。神の御働きを

体験することができると思います。237 センターは、神様の歴史、神様の御働きを残し、弟子を育てて

いく目的で作っています。 

 

2）Nobody 

▶では、このときから出てくるものがあります。誰も見ることができないこと、誰も行けないところ、

誰もできないこと、神様だけができること。それが現住所です。お分かりでしょうか。いまここは 2 万

人を超えて、場所が非常に大きく天井も高いので、細かい話はしません。大きなものだけをいま語って

います。 

 

3）学業、職業、産業 

▶この現住所の中で、学業を行うことです。必ず勝利します。お分かりでしょうか。この現住所の中で

皆さんの職業があるべきです。そして、ここで産業も行ってください。このように契約を握っていただ

きたいと思います。神の国です。   

 

▶昨日の講義は WITH、インマヌエル、Oneness でした。その中にいれば良いということでした。今日は

なんでしょうか。神の国、これをイエス様は最後に語られました。神の国のことについて 40 日間語ら

れたと言われています。この言葉の意味を一番よく理解した人がパウロでした。用いられるしかありま

せん。使徒 19 章を見ますと、会堂にて神の国のことについて大胆に語ったと記録されています。霊が

死んでいる人は分かりません。皆さんが行くすべてのところに三位一体の神様が働かれます。だから、

皆さん、悩む必要はありません。もしも誰かが皆さんのことをすごく苦しめたとしたら、その相手は皆

さんにいま祝福を与えていると考えてください。これが分からなければ、本当に愚かになってしまいま

す。例えば、すごく皆さんを本当にいろいろと面倒臭くさせるとか嫌がらせをするなどで悩ますならば、

それは全部祝福を伝達しに来たのです。そうでしょう。合っていますか、間違っていますか。ヨセフは

苦しめられました。でも、それはヨセフを祝福したことです。ダビデを非常に苦しめました。それはダ

ビデを祝福したことなのです。なぜなら、そこに神の国が臨まれたからです。 

 

結論 

 

▶3 つの結論をお話します。 

 

1）迫害 

▶迫害は祝福です。ユダヤ人の迫害は、世界へ行く道でした。必ず記憶してください。 

 

2）絶対作品を作りなさい。 

▶2 つめの結論です。いまからレムナントはどこに向かって進めばよいのか。絶対作品を作りなさい。い

まから皆さんは、絶対作品を作る方向に進むと思います。 

 

3）神の栄光（イザヤ 60：1-2）- 光 

▶未信者が皆さんを嘲ることができないほどの作品です。未信者が福音を嘲ることができないように作

ってください。福音を知らない人たちが、皆さんの姿を見て福音を嘲ることがないようにしてください。
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すべてのところに神の栄光が現されるように。60：1-2 の表現がとてもよく表現されています。主の栄

光があなたの上にいま臨まれたと言われています。それを指して、光と言われました。起きよ、光を放

て。主の栄光があなたの上に輝いているからだ。とてもよく表現されました。これを必ず契約として握

ってください。 

 

▶皆さんにこの答えが来ると思います。明日、残すところラスト１講義となりました。メッセージはす

べて皆さんが受ける答えですから、必ず握ってください。これから世の中を変えていかなければなりま

せん。その契約の主役は皆さんです。「いいえ、私は力がありません」。大丈夫です。神の力によって御

働きが起きるからです。このたびレムナント大会は、ハンディキャップのある方々も 120 名がご参加さ

れました。私はこのように考えています。皆さんこそが神の力を最高に味わえる方々であると、そう信

じています。皆さんは、無駄ないらないところにはまったく行く必要もない人たちです。他の人々はい

らない言葉をたくさん話しますが、皆さんは無駄な話をする必要がない人たちです。ただ神の国、その

証人です。確実にそう思います。これから未来はどうなるのか。そんな心配をする必要は一切ありませ

ん。 

 

▶インマヌエル！神の国！ 

１講義目のポイントは、インマヌエル。そして２講義目は神の国です。これですべてです。もう一度、

主なる神様に栄光の拍手をお捧げしたいと思います。皆さんを通してそれは成し遂げられます。お祈り

します。 

 

 

（祈り） 

神様、すべての栄光を主に捧げます。神の国が成し遂げられますように。レムナントを通して全世界に

神の国が臨まれますように。主の栄光の光が彼らの上に輝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 


