
2011年 9月4日 メッセージ祈りのカード                                                 (資料提供: インマヌエル・ソウル教会  http://www.darak.net, htpp://www.jcking.net) 

産業宣教：OMC時代の伝道者の生活 (34)「公務員と伝道者の生活」(ダ

ニエル6：10) 

聖日1部: もっとも大きな献身 （民7：1−9） 聖日2部: 何を悟らなければならないのか （コロサイ2：1−5） 伝道学：伝道者の生活の実践 (33)「何をしなければならないのか」(使1：
8) 

1．もっとも大変な現場 
(1) 責任 
(2) 組織  

  (3) 生活 （個人） 
 
2．もっとも重要な現場 

(1) 創45：1－5 
(2) 出3：1－18 
(3) Ⅰサムエル17：1－47 
(4) Ⅰ列18：1－6 
(5) ダニエル3：8－24 
(6) ダニエル6：10－22 
(7) 使1：1 
(8) 使10：1－45 
(9) 使16：16－40 
(10) 使19：21 

 
3．もっとも必要なこと 

(1) 神様の恵み (創39：1－6) 
(2) 神様の力 (創40：1－20) 
(3) 伝道者の生活 (創45：1－5) 
 

 
核心メッセージ：RUTC時代の伝道者の生活 (34)「聖書に記録されてい
る隠された弟子」(黙7：3－8) 
 
1．残った者  

(1) 旧約に残った者 
  ① 創45：1－5、出3：16、18－20、ヨシュア1：1－9、14：6－15、 

Ⅰサムエル3：1－3、Ⅰサムエル16：1－13、Ⅱ列2：1－11、 
イザヤ6：1－13、ゼパニヤ2：7  

② Ⅰ列19：8、イザヤ1：9  
(2) 捕虜時代に残った者 
(3) キリストの降臨の際に残った者 

   ① バプテスマのヨハネ、シメオン、アンナ  ② 使1：14 
(4) 終わりの時代に残った者 （黙7：3－8） 

 
2．必ずしなければならないこと  

(1) 出3：16、ヨシュア3：1－3、ヨシュア6：1－20、ハガイ2：1－9 
(2) 使1：14、使2：42 
(3) ローマ16：1－27  

 
3．一生のミッション 

(1) onenessの力を持った人「伝道チーム」 （使2：41）   
(2) 全信徒を生かす「弟子チーム」 （使2：42） 
(3) 献身の祝福を味わう「祈りチーム」 （使2：43－47） 

＊序論 

▲神様がなぜイスラエル民族を長い間、荒野の道を行くようにされて、

荒野を行く道に苦しみ、問題、病気、霊的問題がくるしかないようにさ

れたのか。このときに、神様が民6:24-26節をおっしゃられた。これか

らものすごい重要なことを残しておいているから... 

▲それではどんなことが残っていて、どのようにすべきなのか。なぜ幕

屋をこのようによく強調されるのか。 

1.イエス・キリストの御名で勝利-奴隷体質、荒野体質、不信仰体質を脱

いでしまいなさい。 

▲奴隷体質、荒野体質、不信仰体質を脱いでしまうためだ。体質を脱い

でしまうためにと思う瞬間から働きが起きる。幕屋中心に恵みを受け

なさいということだ。そして幕屋の解答はキリストだ。キリストを握る

瞬間から勝利する。聖書にだけ語っているサタンの働き、そして、イ

エス・キリストの御名がどれくらい力があるかを分かった(Ｉヨハネ3:8)。

この祝福を幕屋で体験しなさい。この祝福を味わっていれば、私たち

の周囲の暗やみ文化がみな崩れるのだ。この祝福をずっと受けなさ

い。 

2.イエス・キリストの力-この祝福と契約を他の人に伝えなさい。 

▲なぜ幕屋を作って、たびたび部族別に集まれと言われるのか。この

祝福と契約を他の人に伝えるためだ。教会に来る人に霊的な祝福と

力を伝えなければならない。そして、外に出て行って霊的に目を開け

ることができずに死んでいく人を生かさなければならない。幕屋を作

って中心にささげ物をささげなさいということは、他の人を生かせとい

うことだ。みなさんが行く所に暗やみの勢力はぶるぶる震えるという

ことを分からなければならない。 

3.一致協力祈りの力を体験すれば重要なことを見るようになる。 

▲各部族ごとにささげ物を持って来なさいと言われた。みなさんが一致

協力祈りの力を体験してしまえば、そのときから重要なことを見るよう

になる。 

(1)出3:16-18、長老中心にすべての教会が祈るとき、どんなことが行わ

れたか。今は、このようにする時刻表だ。 

(2)ヨシュア3:1-20、神様がヨシュアにつかさたちを立て起こしなさい。契

約の箱中心にヨルダン川を渡りなさい。 

(3)ヨシュア6;1-20、契約の箱中心にエリコを倒しなさい。 

▲このようなことのために、みなさんが献金をして、献身をするといえ

ば最も大きい献身だ。 

＊結論 

(1)ジンセンドルフ教会を作るとき、教会学校の子どもの献身。最も大き

い献身は、この霊的事実を知ってこの場に座っていることだ。 

(2)アメリカ、ロックフェラー1世-アメリカの基盤をつかんだ。どれくらい重

要な献身かわからない。 

(3)経済は私たちの目標でなく手段だから、今は私たちが挑戦する必要

がある。献金以前にすべての教会の信徒が起きて祈りを始めなさ

い。 

▲みなさんは神様の子どもだ。今日、この契約を握って始めることを望

む。大きい答えがみなさんにあるだろう。 

＊序論- Top(頂上)  

▲今日、信仰生活する中でとても重要な部分を一つ悟らなければならな

い。3節に「このキリストのうちに、知恵と知識との宝がすべて隠され

ているのです」隠されたことがとても重要だ。 

▲これを悟れなければ、サタンにずっとだまされる。サタンは価値ある

ものを見なくさせて、価値がないことにいのちをかけるようにさせて、

神様のみことばを違うように見るようにさせる(創世記3:1-5サタンにだ

まされて運命が変わってしまった。このときから災いが臨んだ。創世

記6:1-20、世の中がすばらしく見えるようにしてだます。創世記11:1-8

何か成功するようにしてだます。後には完全に偶像の中に陥ってしま

うようにさせて偶像文化に変えてしまう。黙示12:1-9後には大きい思

想が起きて人をだます) 

▲神様が救いを与えてくださいましたが、すべての知恵、知識、宝をそ

こに隠しておかれた。みなさんを保護して隠しておかれた。 

1.必ずみなさんの時刻表がある。 

▲みなさんを福音の中に隠しておいて保護しておられる。 

(1)レムナント7人-時刻表がある。時刻表がくれば事件が起きる(ヨセフ-

パロ王の夢、ダビデ-ゴリヤテ)  

(2)初代教会-困難を受けるように見える。パウロが監獄の中にいるよう

に見える。 

(3)250年間、答えがこないように見える。 

▲必ず時刻表はくる。みなさんは力ある神様の福音の計画の中に隠さ

れた存在だ。この理由を知って信仰生活すれば、時刻表が見えるよう

になる。 

2.福音の中にすべてのことをみな入れておかれた。 

(1)創世記3:15、イエス・キリストを送ると言われず、女の子孫を送って蛇

の頭を踏み砕くようにする。 

(2)創世記6:14、ノアの箱舟の中に入れば生きる。キリストを象徴する奥

義だ。 

(3)創世記12:1-9、わたしがあなたを祝福する地、世界を生かす地に行き

なさい。 

(4)神様が人を選ばれるのに、とても足りない人を選ばれたから、錯覚を

するのだ。みなさんにくださった祝福を絶対にサタンに奪われること

ができないようにするのだ。 

3.この祝福をいつ見られるのか 

(1)祈りの目を開くとき-みなさんが少しだけ祈れば、頂上(Top)に上がる

ようになる。 

(2)神様がみことばを成就されるようになっている(神様の基準)。主の働

きを絶対に私の水準でしてはいけない。 

(3)伝道の畑が見えるようになる-主の御手で捕えられているから継続的

に働きが起きる。 

▲こういう祝福をみなさんが受けた。祈りと伝道を知っている人は固執

しない。神様が導かれるとおりに行けば良い。 

＊結論 

▲この言葉をわかる瞬間、すべての重職者とレムナントにはローマ16

章の祝福が臨むようになる。この人たちは-①祈りの課題②メッセー

ジ③伝道の方向が通じて④裏面契約(神様が私を呼ばれた理由)を確

かに知っていて⑤すべての栄光は神様に...みなさんは未来を生かす

ために隠されている、かくまわれてる人々だ。「あなたは長い間、隠

された人です!すべての宝が福音の中に隠されています!」 

1．まず、答えを出さなければなりません 
(1) 自分の根本、基本、基礎を整えること 
(2) 与えられた職分に対するアイデンティティーをみいだすこと 
(3) 身分(職業、神の子ども)のアイデンティティーと優先順位をみいだ 
すこと 

 
2．早ければ早いほど良いです － 必ず勝利するべきです 

(1) 重職者と「重職者大学院」 
① コロサイ3：16 ② ヨシュア3：1－3 ③ 民14：1－10  
④ 使1：1－14 ⑤ 使11：19、12：1－25 

(2) Remnantと「Remnant Day」 
   ① 創37：11   ② 出3：18－20  ③ Ⅰサムエル3：1－18    

④ 詩78：70－72  ⑤ Ⅱ列2：9－11  ⑥ イザヤ60：1－22   
⑦ Ⅱテモテ2：1－7  

(3) 教役者と「24時の祝福」  
① エペソ6：18、Ⅰテサロニケ5：17  
② 事件、ものごと、問題 
③ 人 

 
3．伝えることがなければなりません 

(1) 自分のミッション 
(2) ともにするミッション 
(3) 未来のミッション 
 

地域：七つの時代を開く主役 (35)「神様は、奴隷の時代に恵みを与えら
れました」(出3：1－18) 

 
1．すべてを持っていても、神様の恵みが必要です 

(1) 成功した総理、ヨセフ (創45：1－5) 
(2) 世界を動かしたヨセフ 
(3) しかし、年月が経ちイスラエルの民族は完全に滅亡の状態になりました 

   ① 奴隷になって虐待を受けました (出1：12－14) 
   ② それに、男の子が生まれたら殺される状況になりました(出1：15－16) 
 
2．このとき、神様は最も大きな恵みをお与えになりました 

(1) 伝道者であるRemnant、モーセを備えられました (出2：1－10)  
(2) 福音の回復とともにイスラエルの回復を備えられました (出3：18－20)  
(3) 10の奇跡とともにイスラエルを解放させました (出5：1－12：46)    

 
3．福祉宣教のための祈りが正しく始められなければなりません (出3：18) 

(1) 政治的、思想的な福祉ではなく、霊的な福祉が始められるべきです 
(2) 奴隷から解放させる霊的な福祉が始められるべきです 
(3) 貧しさから解放させるみことばによる福祉が始められるべきです 

 

  



 

 

あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。 (詩篇119:105) 

 

(1)聖日1部(8月28日)→ ナジル人(民6:1-8)  

▲一つ明らかな確信を持って行きなさい。神様は霊的問題解決できる権限をクリスチャンにだけ与えられた。救われ 

た者は聖別された者(原罪、サタン、地獄と災いから)だ。 

①救われたこと自体が聖別されたのだ。その力を所有しなさい(過越祭-キリスト、五旬節-聖霊、収穫祭-神の国) 

②この世を生きていく間に多くの霊的な力を持って荒野の道で勝利しなさい。みなさんは霊的な力を得る資格がある。 

③今は世の中(時代)を生かしなさい-ナジル人だ(光と塩) 

④結論-神様の祝福(民6:24-26)この祝福を持って現場に出て行って毎日勝利するようになることを希望する。 

 

(2)聖日2部(8月28日)→ 教会のために(コロサイ1;24-29)  

▲レムナントは最高の頂上(Top)に上がらなければならない。今から一番幸せな時間10分を持とう(答えがくる)。そう 

すれば、定刻祈りをするようになって霊的世界(聖霊の働き/悪霊の働き)を知るようになって現場が変化する。この 

ときから24時祈りが出てきて、そうすれば神様と合う時刻表が(過去、現在、未来)見えるようになって、神様の力 

が現れる。そうすれば体質になる。このとき、すべてのことに勝つようになる(ピリピ4:13) 

①私を見る目が開くようになる-アイデンティティー、過去/現在/未来が見えるようになる。3つの今日(今日のみこと 

ば、祈り、伝道)がものすごい力になる。 

②このときから世の中をいやして変化させられる。 

③教会にきて受ける答えがある(コロサイ1:24-28節) 

④結論-神様の子どもは、だれでもこの答えを受けられる。 

 

(3)釜山弁当会議(8月28日)→ 伝道チーム(使徒2:41)、弟子チーム(使徒2:42)、祈りチーム(使徒2;43-45) 

①使徒2:41、私たちに一番重要な力がともに(oneness)という力だ。そうすれば、必ず弟子が起きる。それで伝道チー 

ムを作りなさい。 

②使徒2:42、重職者と伝道者個人がどれだけみことばに恵みを受けて、どのように伝達が上手かにしたがってすべて 

のことが左右される。このとき、最も大きい答えが出てくる(出3:16、ハガイ2:1-9、使徒1:14)。こういう弟子チー 

ムを作りなさい。 

③使徒2:43-45、私たちに必要なことが経済だ。経済祝福を正しく受けようとすれば献金が重要だ。献身の中の献身が 

献金だ。それで祈り答えを受けなければならない。それで、祈りのチームから始まらなければならない。 

④結論-祈り、みことば、伝道を持って24時味わいなさい。そうすれば、多くの答えを受けるようになる。 

 

(4)伝道訓練院開講セミナー(首都圏) (8月30日)→ ミッション伝達者(ピリピ1:3-4,6)  

▲ミッションを伝達する前に、救いに対する感謝(ここで時刻表、唯一性、アイデンティティーが出てくる)、機会(今 

日、現場、出会いいが機会だ)、感激を持続するのが重要だ。どんなミッション伝達者になるべきか。 

①私のためのミッション-コラムデオ(神様の前で)、私の枠を破らなければならない(過去体質、人間主義/神秘主義/ 

律法主義、教権主義)、最高にしなければならないミッションが祈りミッションだ(24時祈りミッション-体質) 

②アイデンティティーミッション-重職者ミッション(出3:16、ヨシュア3:1-3、ヨシュア6:1-20、ハガイ2:1-9、使徒 

1:4、使徒6:7、使徒9:1-43、使徒10;1-6、使徒11;19、使徒12:1-25、使徒13:1)、レムナント(残った者、隠された 

者、散った者、サミット-summit)、教役者(3つの今日を24時で味わいなさい) 

③訓練ミッション-伝道以前の伝道(使徒1:14、使徒13:1-4、使徒16:6-10、使徒19:21)、すべての信徒のワンネス(使 

徒2;1、使徒11:19、使徒12:1-25)、すべての現場弟子のワンネス(ローマ16章) 

④結論-ミッション内容(使徒1:1,3,8)、伝達者(使徒1:1)、方法(使徒1:6-7、使徒1:14、使徒2;1-3、使徒2:43-47) 

 

(5)レムナント神学校開講セミナー(8月31日)→ ミッション指導者 

①何のミッションを言うのか-出3:16、ヨシュア3:1-3、ヨシュア6:1-20、Ｉサムエル7:1-15、Ｉサムエル16:1-13、23、 

I歴代29:10-14、Ⅱ列王6:8-24、ハガイ2:3、マタイ28:16-20、使徒1:1-14、ローマ16:1-27 

②ここに一番主役の役割をした人々がまさにみなさんだ(出3;10-15、ヨシュア1:1-9、Ｉサムエル3:1-18、Ｉサムエル 

16:1-3)-福音を味わいなさい。聖霊の力を持って伝道の証人で立ちなさい 

③3つ戦略で変化させられる- 1:1戦略、いやし戦略、20の伝道戦略 

④結論-指導者の規律をそろえなさい(祈り、うつわ、伝道と関連ある専門性) 

 

(6)産業宣教(9月3日)→ 公務員と伝道者の生活(ダニエル6:10) 

①公務員現場が責任、組織、個人的な生き方の生活を見るとき、最も難しいこともある。 

②しかし、最も重要な現場で良い現場だ(創世記45:1-5、出3:1-18、Ｉサムエル17:1-47、Ｉ列王18:1-6、ダニエル 

3:8-24、ダニエル6:10、使徒1:1、使徒10;1-45、使徒16;16-40、使徒19:21) 

③公務員に最も必要なことは何か-神様の恵み、力、伝道者の生活 

④結論-祈りの力を得て国を生かして次世代生かす祝福の伝道者になりなさい。 

 

(7)伝道学(9月3日)→ 何をすべきか(使徒1:8) 

①何かをする以前に-根本/基本/基礎的な答え、アイデンティティーに対する答え、優先順位に対する答えを先に見つ 

け出さなければならない。 

②重職者大学院-重職者が信徒とどのようにともに行くのか(出3:16、ヨシュア3、使徒1、11、12章)、レムナントデイ 

-レムナント7人が何を持っていたのか、神学校-教役者が3つの今日で24時になるようになる幸せがなければならな 

い。 

③それで私のミッションを伝えることができ、ともにするミッションが出てきて、未来に関するミッションが出てこ 

なければならない。  

④強調する点をどこに置くのか。-重職者(経済祝福-献金)、レムナント(選択-具体的、勉強)、神学生(教会が復興す 

るほどの伝道に対する答え、教会に役に立つ副教役者) 

 

(8)核心訓練(9月3日)→ 聖書に記録された隠された弟子(黙示7:1-12) 

①序論-救われた者の特徴は伝道ができて、福音を持って祈ることができて、福音を味わうことができる。もう重要な 

こと3つを見なければならない。 

②神様が残された者(隠した者、散った者、残った者)を見なければならない。 

③重職者とレムナントを見なさい-重職者運動、レムナント運動をしなければならない。 

④一生のミッションを握ってともに行きなさい-伝道チーム(使徒2:41)、弟子チーム(使徒2:42)、祈りチーム(使徒 

2;43-47) 

⑤結論-神様がある日、事件、できごとを起こされる(イザヤ40:27-31)。それで伝道と教会を生かして、弟子を生かす 

こと以外には祈りの課題がない。 

 

(9)地域(9月3日)→ 神様は奴隷時代に恵みを与えられました(出3:1-18) 

週間メッセージの流れ (2011.08.28.-09.03.) 


