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1 神様がくださった私の
ミッションは何でしょうか 神様が私に与えてくださったミッションは何でしょうか。

現場のミッションを契約として握りなさい!
Remnantの現場ミッション確認

レンガを積む人々
焼き付ける陽射しの下、玉の汗を流して三人のレンガ工が仕事
をしています。彼らのそばに近付いて尋ねました。
「あなたは、今、何をしているのですか」
一番前で、しかめ面をしながらいやいや仕事をしている人が不
満げにぶつぶつ言いました。「レンガを積んでいるのが見えな
いのか」
向い側で黙々と仕事をしている人は「私は美しくて丈夫な壁を
積んでいます」と詳しく説明してくれました。
一番後ろにいたレンガ工は、あふれんばかりの感激といきいき
とした表情で「私達の子どもたちが通う教会を作っています」
と笑いながら告白しました。

神様はヨセフに夢を与えられました。兄たちはそでつきの長服にだけ関心を
持っていたのですが、ヨセフは神様のビジョンに集中しました。
クロスビーは目が見えない人でした。しかし、健常者が落胆して絶望して道
に迷ったとき、誰も見ることができなかったいのちの道を見て、歌って導く
先見の明がある人でした。孤独で厳しい状況の野原で羊を飼っていた羊飼い
のダビデが、どのようにイスラエルの王になったのでしょうか。貧しいレン
ガ工の息子で、小学校を卒業することもできなかった雑貨店員のワナメーカ
ーがデパート王になって、郵政長官にまでなった理由は何でしょうか。

✚ 夢見る者総理ヨセフのサミットミッション (創45:7)

✚ 霊的指導者モーセの出エジプトミッション (出3:18)

ダビデが石を投げて、ワナメーカーが水溜りをレンガで埋めたように、私の
小さいミッションを握るとき、神様は神様ご自身の大きな働きを始められま
す。

私はいやいやながらレンガを積むだけの奴隷でしょうか。
誠実に与えられた仕事だけをする壁を積む労働者でしょうか。
そうでなければ、ミッションを見つけて教会をたてるRemnant
なのでしょうか。
同じように見えますが、彼らの生活は完全に違います。
今日、私が積んだレンガ一つの意味は何でしょうか。
本当に私は神様が与えてくださったミッションを見つけたのでし
ょうか。
私が積んだこのレンガが、どんな建物として完成されるのでしょ
うか。

私にはミッションがありますか

私のミッションを見つけよう

1
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✚ ナジル人サムエルのミツパミッション (Iサム7:5、13)

✚ 神様の心にかなったダビデの神殿建築ミッション (I歴29:13-14)

✚ RUTCの契約を握ったエリシャのドタンの町ミッション
   (Ⅱ列2:9、I列19:16-18)

✚ 預言者イザヤのメシヤ(インマヌエル)ミッション (イザ7:14)

✚ 伝道者パウロのローマ福音化ミッション (使19:21、23:11、27:24)

✚ 個人実践(大会前) 家庭と家系のミッションを見つける

✚ チーム実践(大会の中で) 学校と現場のミッションを見つける

✚ 教会実践(大会以降) 教会と国と全世界に向かったミッションを見つける

現場のミッションを契約として握りなさい!
Remnantの現場ミッション確認

現場のミッションを契約として握りなさい!
私の現場ミッション発見－ 2020 WRC

<ジョン・ワナメーカーのミッション(生活信条(4T))>
「Think-Try-Toil-Trust in GOD!」

考えたら実行に移すのですが、
全力を尽くして汗を流して信仰で神様に祈ります。

2
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Think

考えなさい
Try

実行に移しなさい

Toil

汗を流して
尽力しなさい

Trust in GOD

神様だけ頼り
なさい
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?   !さらに深い質問

1.読書を通じて私のミッションを見つけることができるでしょうか
私に力になる本を読みなさい。多くの本を読むより、絶対に必要で私が
生かされる本を読みなさい。世の中のすべてを直接経験することはでき
ません。間接的に体験する最も良い方法が読書です。時間と空間と文化
を超越して、偉人と成功者と失敗者に自由に会って学ぶことができま
す。それが本が持つ美徳であり、大きい効用です。特に信仰の人々と経
済に関する本、あるいは指導者についての短い本を読んでミッションを
握って、福音で再解釈してみることを勧めます。

2.契約の旅程(CVDIP)というのは何でしょうか
契約の神様は契約の民を通して契約を成し遂げられます。
この時代を見れば、必ずビジョンが見えて、作品を残す答え
が始まります。
神様が与えてくださる確実な夢を発見することです。
神様はみことばで語られ、私たちの祈りに答えてくださいま
す。この成就を味わうことです。
実際に目に見える人生の傑作を作って残すことです。

3.6つの道具(LVTNPO)をどのように活用できるのでしょうか
神様から与えられたテコ(Leverage)はキリスト(使1:1)の契約で、すべて
の人を生かします。器(Vessel)はすべての人を生かす答えを受ける器を
意味します。この答えを現場で伝え(Transmission)るとき、現場が変化
します。私たちは誰も行かない現場(Nobody)に行って、福音を伝える
プラットフォーム(Platform)を立てて、全世界に福音を伝えるアウトソ
ーシング(Outsourcing)システムを立てなければなりません。

Covenant

Vision

Dream

Image

Practice

 Remnant ( 　　　　　  )の
使命宣言文

私が誰なのか、神様が与えてくださったミッションが何
か、そして信仰で挑戦して決断する実践事項三つを3つ

の文章で告白してみましょう。

一、私は             　　　　　　　　　　　　　　です。

二、私のミッションは          　　　　　　　　　です。

三、今日から

(1)                                   　　　　　　　　　　　と

(2)　　　　　　　　　　　                                   と

(3)　　　　　　　　　　　

を決断します。

2020年　　　　月 　　　日　　　　(印)
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2
どのようにインターンシップを
通してスペックを整えるのでし
ょうか

どのようにインターンシップを通してスペックを整えるのでしょうか。

現場インターンシップの祝福を味わいます!
Remnantの現場インターンシップを体験

三日だけ見ることができるならば
一生を通して最も重要な日があるならば、それはこの日、私が
アン・マンスフィールド・サリバン先生に会った日です。
何によっても推し量る道がないほど対照的な私たちの二つの人
生が、このようにつながるとは、考ええれば考えるほど驚きを
禁じ得ません。1887年3月3日、満七歳になる3か月前のことで

した。
ある日、アンはポンプを動かして私の片方の
手に冷たい水を注ぎました。反対側の手の平
に‘W-A-T-E-R’という字を指で続けざまに書い
たのです。そのとき、はじめて私は、手の感
触で感じた事物ごとに名前があることを悟り
ました。

私が歩んできた道、これから歩んで行く生活こそが、インターンシップで
す。最初であり、最後であり、永遠の機会である出会いの祝福を通して「た
だ」を、契約の旅程の道で「唯一性」を、必ず成就する世界福音化の目標で
「再創造」のインターンシップを確認することができます。
世の中の国のお使いをして、サタンの国の奴隷になる滅亡するエリートでは
ありません。成功者をいやして生かす霊的サミット、技能サミット、文化サ
ミットのスペックを整えなければなりません。

✚ ヨセフの夢を心に留めた父ヤコブのインターンシップ (創37:11)

✚ モーセに乳を飲ませた母ヨケベデのインターンシップ (出2:9-10)

迫害者サウロが復活されたキリストに会った後に変わりました。伝道者であ
るパウロを通して、プリスカとアクラ夫婦も福音インターンシップに同労し
ました。その後の彼らの人生の旅程は答えの連続であり、現場の職業にまで
ただの祝福が豊かに現れました。

ヘレン・ケラーがアン・サリバン先生に会えなかったとすれば？
障がいを持ったアンを看護師ローラが世話することができなかっ
たとすれば?
障がいを持った人々は、どんな希望も抱くことができなかったで
しょう。
私は「偶然」と書いたのですが、神様は「当然」と読まれ、
私たちは「問題」と見るのですが、神様は「祝福」とおっしゃい
ます。
神様は、いつも私とともにおられるのでしょうか。
いつも私たちとともにおられる神様に会ったのでしょうか。
すべてのことを働かせて益とされる神様の恵みを本当に体験した
のでしょうか。

私は道を見つけたのでしょうか

現場のスペックを征服しなさい

1
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✚ サムエルをナジル人としてささげた母ハンナのインターンシップ
   (Iサム1:27-28)

✚ ダビデに油を注いだサムエルのインターンシップ (Iサム16:13)

✚ エリシャを後継者としてたてたエリヤのインターンシップ (Ⅱ列2:9)

✚ テモテを霊的にわが子と呼んだパウロのインターンシップ 
   (Ⅱテモ2:1-2)

✚ いのちをかけた同労者プリスカとアクラに向けたパウロの
   インターンシップ (ロマ16:3-4)

✚ 個人実践(大会前) 家庭(家系)で体験するインターンシップ

✚ チーム実践(大会の中で) 学校と現場で挑戦するインターンシップ

✚ 教会実践(大会以降) 教会と国と全世界に向かった一生のインターンシッ
                               プのスペックを積むこと

成功者の現場インターンシップ追跡!
現場のミッションを契約として握りなさい

現場のミッションを契約として握りなさい!

私の現場インターンシップ体験 － 2020 WRC

“Boss, Leader, Commander”

老若男女と階層の差、左と右に分かれた理念の溝、南と北という対決構造の
極限の葛藤の中で、ただ一人の「霊的指導者」が切実な理由です。
私が願うことは、神様が送られたその指導者とともにインターンシップの祝
福を味わうことです。

2

3

Boss              自分の話だけ繰り返して、ひたすら自分にだけ従うことを
                      強要する者。
Leader           聞くことができて疎通することを楽しんで先に立つ者。
Commander  彼は強要しません。疎通が大変でも問題にすることも
                      ありません。足りない人たちを待ちながら、どんな人でも
                      生かす「指導者」です。そのような人は非常にまれです。



12  |  CVDIPの答え 13

さらに深い質問?   !

1.Remnantインターンシップの旅程とサミットアイデンティティは
   何でしょうか
Remnantインターンシップの旅程は成人式、使命式、派遣式で具体化す
ることができます。ユダヤ人は成人式を通して専門家と出会い、一生の
元金(seed money)を用意して一生のミッションを確定します。使命式で
会堂につながって、浪費せずにリアルで具体的に実現する道を歩んでい
きます。派遣式の時は、各地域にあるロッジ(Lodge)に拡張されて完全
に世の中を掌握してしまいます。
Remnantインターンシップの旅程は、ユダヤ人を越えて霊的サミット、
技能サミット、文化サミットとして呼ばれた神様の絶対契約のミッショ
ンを握って、24時サミットの時間、25時サミットの姿勢、永遠のサミ
ットの器を備える最高の祝福の時刻表です。

2.2020 WRCのための具体的準備と祈りの課題は何でしょうか
世界Remnant大会がタウンで開かれます。絶好の機会です。私がリー
ダーとして選ばれたら私たちのチームメンバーを知らなければなりませ
ん。その中にサミットとして立つ者を選抜しましょう。インターンシッ
プをする分野とチームメンバーを区分しましょう。互いに人生フォーラ
ムが可能なように助ける献身者も確かにいます。このように3チームを
構成して大会に参加すれば、大会以降にも教会にまで復興と神様の働き
が持続されるでしょう。

時代の中に隠された神様の願いと計画を発見して、大会を通して個人、
家庭、教会のCVDIPを握りますように。

各タウン(地域)ごとにRemnant運動が回復して、３Team(サミットチー
ム、インターンシップチーム、献身チーム)が立てられる答えを味わいま
すように。

Remnantが長い間の準備を通して、自分をサミットとして立てられた神
様の「ミッション」を見つけて、サミットへ行く人生の道を具体的に発
見する「インターンシップ」を味わって、自分の生活を次世代に伝達す
る「献身者の人生フォーラム」とする答えが与えられますように。

Remnantリーダー修練会を通して訓練を受けたリーダーが、先に霊的サ
ミットの答えを受けて、大会に来るすべてのたましいのために霊的な旗
を持って先頭に立ちますように。

みことばを伝える主のしもべに、倍の霊感と5力を増し加えてくださ
り、大会のために準備して献身するすべてのスタッフが聖霊に満たされ
て、霊的流れを変える答えの前に立ちますように。

www.wrc2020.co.kr
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23rd 2O2O

WORLD REMNANT
CONFERENCE

                 CVDIPの答え (来11:38)   
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 Remnant (　　　　　    )の
インターンシップロードマップ

神様がくださった私のタラントを見つけて信仰の
同労者とともに何を実践するのか決断します。　

一、私が似たい聖書のRemnantは　　　　　　　です。

二、世界史の人物のうちで尊敬する人は　　　　です。

三、私がメンターとしたい      　　　　　 　　　　と

メンターとして助ける　       　　　　　　　のために

私が備えるスペックである

(1)　　                                   　　　 　　　　　と

(2)　　　　　　　　　　　                                 と

(3)　　　　　　　　　　                  　を実践します。

2020年　　　　月 　　　日　　　　(印)



16  |  CVDIPの答え 17

3 私は人生フォーラムに
献身しているのでしょうか 人生フォーラムを告白してください。

現場を生かす人生フォーラムを。ともに告白しなさい!

Remnantの人生フォーラムの告白

一死覚悟
死を恐れて、イエスに背いてはなりませ
ん。草の花のようにしおれて落ちる命を惜
しんで地獄に落ちるなら、恐ろしいことで
はありませんか。一度死んで永遠の天国の
幸いを得ることこそ、喜ばしいことではあ
りませんか。このチュ牧師が死ぬからとい
って悲しまないでください。私はわが主の
ほかに、別の神の前にひざを屈しては、生

きることができません。汚れて生きるよりはむしろ死んで、死
んで主に対する貞節を守ろうと思います。主に従って、わが主
に従って死ぬことは、私の祈り、私の願いです。私には一死覚
悟があるのみです。

-チュ・キチョル牧師の最後の説教「五つの私の祈願」の中から

伝道者パウロとパウロチームの弟子たちと初代教会の信徒は霊的な疎通が円
滑にできていました。パウロはテモテをわが子と呼びました。ローマ福音化
の主役であるローマ16章の弟子たちは、それぞれ特別な裏面契約がニックネ
ームに残るほど確実でした。私はどんな人生フォーラムができるのでしょう
か。
神様には絶対計画があります。特にRemnantを呼んで絶対契約をみことば
で語られます。絶対旅程は、華麗な答えより、苦難によって包装された道で
す。しかし、契約だけを握って信仰を告白してください。絶対目標である神
の国はすでに来ていて、まだ味わうべき(already but not yet)まことの私の
人生フォーラムの主題です。

✚ 信仰の先祖であるアブラハムの信仰告白 (創12:1-2)

いのちを象徴する血、努力を代弁する汗、そして、本当の証拠である私の涙
が向かう所はどこでしょうか。
誰も助けなくても、いまは誰でも生かすことができます。
ただ一歩も動くことができなかったのですが、いまはどこにでも行くことが
できます。
どんなこともできなかったのですが、いまは何でもできます。「ただイエス・キリスト」

どんな人であれ、その人と私の唯一の出会いのうちに、その人が
一番最初に聞く名前で、私が最後まで告白するただ一人の方で
す。
紅海とエジプトの軍人の前で、私と私の家とはただ主にだけ仕え
ることができるでしょうか。
もしかして、猛烈に燃える火の炉と、ほえたける獅子がいのちを
威嚇していますか。
死ななければならないなら死にますと心に決めて、規律を破って
権力者(王)の前に立ったとすれば、どんな信仰告白をするつもり
でしょうか。

いま告白できるでしょうか

私は人生フォーラムに献身しているのでしょうか。

1
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✚ 兄がのがしたビジョンを持つヨセフの信仰告白 (創45:7-8)

✚ 紅海の前での指導者モーセの信仰告白 (出14:13)

✚ 神殿建築準備を終えたダビデの信仰告白 (I歴29:14)

✚ 死を超越したエステルの信仰告白 (エス4:16)

✚火の燃える炉と獅子の穴の前でのダニエルと青年の信仰告白
   (ダニ3:17-18、ダニ6:10)

✚ 命をかけた伝道者パウロの信仰告白 (使20:24)

✚ 特別裏面契約を持った初代教会の伝道者 (ロマ16章)

現場を生かす人生フォーラムを。ともに告白しなさい!

成功者の人生フォーラム追跡

“ウォーレン・バフェットとともにする昼食”
「オマハの賢人」と呼ばれる投資と慈善事業家であるウォーレン・バフェッ
トは、自分と昼食をともにする権利を毎年オークションに出します。イーベ
イが2019年に自社の電子商取引およびオークションのプラットフォームを
通じてなされた取引の中で「最も興味深くて高い販売品」に選定しました。
落札者は「ランチ代」を1929年に設立されたサンフランシスコを拠点にホ
ームレスを支援している「グライド財団」に寄付する形式ですが、2019年
には歴代最高額である456万7千888ドル(約5億円)で中国の仮想貨幣事業家
に落札されました。
なぜ人々はただ一度のランチに多くのお金を使って、そのようにウォーレン
・バフェットと対話をすることを願うのでしょうか。また、その出会い以前
と以降には、決定的に何が変わるのでしょうか。
2020年WRCで会うチームメンバーとチームリーダーとの人生フォーラム
に、どんな期待感と祈りを込めていますか。
いつも会う同労者、毎週の講壇のみことば、毎日の祈り手帳の黙想を通し
て、人生フォーラムの告白水準を一層高めましょう。

2
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✚ 個人実践(大会前)
   両親とともに分かち合う信仰の名門の人生フォーラム告白

✚ チーム実践(大会の中で)
   友人とともに挑戦する福音エリート人生フォーラム告白

✚ 教会実践(大会以降)
   教会と国と全世界を生かすRemnant宣教師の人生フォーラム告白

現場のミッションを契約で握りなさい!

私の人生フォーラム告白－2020 WRC3 さらに深い質問?   !

1.RemnantとRUTC運動の意味は何でしょうか
Remnantはイザヤ6章13節を中心に、切り株が残っているように、聖な
る末がこの地の切り株だと言われています。散らされた者、隠された
者、旅人、残りの者(残る者、残れる者、残す者、ゼパ2:7)などの表現を
含んで言うことばで、未来を生かすために準備された神様の働きを果た
す契約の次世代を示します。
RUTC(Remnant Unity Training Center)、Remnant共同体訓練場は、
一緒に、ともにという共同体思想を持って、福音で世の中を生かすため
の中心的戦略です。
時代と世界を生かすRemnantがOneness(一体、一つになる)を成し遂げ
て、福音と伝道の共同体を形成する訓練場です。

2.Remnantの人生フォーラムと祈りをつなげることができますか。
人生フォーラムのために神様がくださった契約を握って祈ることが正し
い始まりです。まことの成功というのは、正しい礼拝を通した礼拝祈り
で味わうことができます。一番幸せな時が定刻の祈りの時間ならば、ど
んなことも問題になることがありません。結局、まことの変化といやし
は24時祈りを通して具体化されます。まことの力を現場で味わうために
は、普段のときに神の国を25時祈りで確認しなければなりません。神
様の永遠の契約が成就する未来祈りを今この場でささげることができま
す。2020年WRCを通した私の人生フォーラムが時代と歴史の前で、証
人の祈りで信仰を告白できます。
いのちを生かすいのちをかけた人生フォーラムのために、私の契約祈
り、礼拝祈り、定刻祈り、24時祈り、25時祈り、永遠(未来)祈り、証人
祈りを点検してみましょう。
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Remnantの人生フォーラム、
「夢の向こう側の夢」

心をとらえる2分スピーチ原稿(フォーラム)の作成の基本
• 自分をすてきに紹介します。
• 成長過程と家族関係を簡単に説明します。
• 夢を話し、その夢を持つようになった過程ときっかけを説明します。
• 神様がくださった「夢の向こう側の夢」を話します。
• 覚悟と決心を明らかにして、終わりにあいさつをします。

文章は見直すほど良くなります。スピーチ原稿を何度も直して、書いて声を
出して読みながら、口から出る自然なことばに変えてみましょう。文章を書
いて正す過程は、キリストの中で私を振り返って見つける過程です。初めて
会ったチームメンバーとフォーラムするとき、一度も生きることができなか
った人生の豊かな祝福まで味わうことができるのです。



24  |  CVDIPの答え 25



26  |  CVDIPの答え 27



28  |  CVDIPの答え 29

2020

09

握った契約

祈りの課題

2020

10

握った契約

祈りの課題

2020

11

握った契約

祈りの課題

2020

12

握った契約

祈りの課題

2021

01

握った契約

祈りの課題

2021

02

握った契約

祈りの課題
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23rd 2O2O

WORLD REMNANT
CONFERENCE

2020 WRC.以降、
毎月祈りの手帳と講壇のみことばの中で神様が与えてくださっ

た契約と祈りの課題を作成してみてください。
神様がくださったみことばの成就と流れを確認して、

2021 WRCのとき、証人文書として活用してみてください。

                 CVDIPの答え (来11:38)   
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2021

03

握った契約

祈りの課題

2021

04

握った契約

祈りの課題

2021

05

握った契約

祈りの課題

2021

06

握った契約

祈りの課題




