
2012年6月24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の実現 (23)「産業宣教と軍宣教」

(使徒10：1－45) 

聖日1部: 「霊的兵士の覚悟」（Ⅱテモ2:１-7） ＊軍宣教局祈りの課題＊ 伝道学RUTC時代の伝道者の生活の実現 (23)「継続を通した来る後の
答え」 (Ⅰコリ15：58) 

１．神様が準備された、隠された大きな祝福 

(1) 産業人であった皮なめしのシモンを準備された神様 (使徒10：1－6) 

(2) 伝道者のペテロを準備された神様 (使徒10：9－23) 

(3) コルネリオが及ぼした影響 (使徒10：24－45) 

 

2．産業宣教の中に、軍宣教後援チームを作る時刻表 

(1) 小さな献身により、大きな実を結ぶ黄金漁場 

(2) 福音が途切れた軍の死角地帯を生かす、最も至急な死角地帯 

(3) 霊的問題と事故を防がなければならない災い地帯 

 

3．軍の組織全体が起き上がり、産業宣教に参加して祈る時刻表 

(1) 現役軍人の霊的運動 

(2) 予備軍人の伝道運動 

(3) 入隊対象者の訓練運動  

 

核心：RUTC時代の伝道者の生活の実現 (23)「軍宣教と霊的戦争」 (エ

ペ6：12) 

 

1．聖書にあるまことの答えを受けるためには、軍宣教を理解しなけれ

ばなりません。 

(1) 出5：1－12：51 

(2) ヨシュアの軍隊 

① ヨシ3：1－13 

② ヨシ6：1－20  

③ ヨシ14：10－14 

(3) ダビデの軍隊とダビデの信仰  

① 詩78：70－72 

② Ⅰサム17：1－47 

③ 詩23：1－6 

④ Ⅰ歴29：10－14 

⑤ Ⅱサム16：5－14 

  

2．軍宣教のために、全信徒が祈らなければなりません。 

(1) エペ6：12 (サタンの戦略) 

(2) エペ6：10－20 (霊的武装) 

(3) Ⅱテモ2：1－7 (レムナントの武装) 

 

3．軍宣教は神様の大きな答えを受ける黄金漁場です。 

(1) 霊的な影響を及ぼす最高の機会 

(2) 兵士たちの最後の機会 

(3) 霊的問題を持った者のいやしの機会 

＊序論 

▲とても重要な軍宣教大会だ。聖書で最も静かに、最も重く強調したこと

がある。霊的戦争だ。この敵は人ではない。サタンとの戦いが霊的戦

争だ。エペソ6:12サタンが権威ある者の中に入ってしまえば、ものす

ごい戦争を起こしてしまう。それで霊的問題から解決しなければなら

ない。聖書を見れば、神様が一番最初に繰り広げられたことが創世

記3:15、女の子孫が(イエス・キリスト)がきて蛇(サタン)の頭を踏み砕く

(イエス様-マタイ12:25-45、パウロ-エペソ6:10-20、ペテロ-Iペテロ5:7-

8、ヤコブ-ヤコブ4:7、黙示録)すべての信徒は、静かに戦わなければ

ならない戦いが霊的戦いだ。この戦いだけすれば必ず答えられる。

どのように戦うのだろうか。 

 

1.わが子よ。キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい! 

▲恵みとは何か。そのまま受けたことだ。お金を出して買うことができ

ないことだ。死ぬしかない人間なのに神様が助ける、それが恵みだ

(マタイ18:3、マタイ18:21-24、Ⅱコリント12:1-10)。恵みの中の恵みが

キリストだ。 

(1)キリストの恵みによって強くなりなさい-キリストはサタンの勢力を打

ちこわされた王で、神様に会う道を開いてくださり、私たちが受けなけ

ればならないすべての呪いをなくされたキリストだ。私が受けること

ができないのに神様がくださったのだ。それで恵みという。キリストの

中の恵みの中で力を得なさい。 

(2)キリストの恵みの中から出る証拠を握りなさい。 

(3)キリストの恵みの中から出る答えを握りなさい。 

 

2.何も恐れず心配してはならない(4-6節)  

(1)兵士(4節)-霊的な兵士として呼ばれたので何も心配せずに軍隊でさ

せるままにしなさい。神様が完全に責任を負われる。 

(2)競技する者(5節)-競技する者は、法の通りすれば良い。 

(3)農夫(6節)-もしあなたたちがこのことをするようになればまず最初に

神様の恵みを受けるようになる。 

 

3.神様が他のすべてのことに答えられるだろう(7節)  

▲7節にすべてのことについて、理解する力を与えてくださる。 

(1)マタイ6:33、神の国とその義ととをまず第一に求めなさい。そうすれ

ば... 

(2)マルコ10:29-30、百倍で祝福を受けるようになる。 

(3)コロサイ2:2-3、すべての知恵、知識の宝がその中にある。苦しみに

あっている軍人に答えだけ与えれば良い。そうすれば、わたしがす

べてのことについて、理解する力を与える。 

(4)マタイ10:1-42、完全に責任を負われると言われた。 

(5)マタイ13;1-18、宝の畑を持った人だ。 

 

＊結論-霊的な戦いを実際にどのように適用するのか。 

(1)イエス・キリストの御名で祈るとき答えがはじまる 

(2)イエス・キリストの御名を持って生活の中に入るとき、働きが起きる。 

(3)人との関係の中でこの祝福を味わいなさい。 

(4)政治、文化の中でも味わいなさい。 

▲すべての軍が軍隊現場を生かす祝福があることを希望する。この日

以降に主の霊がダビデに大きく臨んだのだ。 

1.軍宣教局祈りの課題 

(1)70万軍福音化のための7000弟子 

(2)20の伝道戦略が部隊ごとに起きるように。 

(3)1550ヶ所の軍部隊ごとに地教会が立てられるように。 

(4)入隊前のすべてのレムナントが軍合宿修了後、軍宣教師として派遣

されるように。 

(5)軍牧、軍宣教師がTopの位置に立ってコルネリオとナルキソの家の者

たちを見つけられるように。 

(6)地域ごとに軍共同体訓練場(RUTC)が立てられるように。 

(7)持続的なメッセージ資料供給、ホームページ証人文書を発刊するよう

に。 

(8)地域教会が一部隊ずつ責任を負うように。 

(9)士官学校、大学ごとに学区団弟子をたてるように。 

(10)国ごとに軍弟子を確立して世界福音化するように。 

(11)軍働き人と教会と軍後援者の家庭に代表的な祝福が与えられます

ように。 

2.メッセージ流れ(2012年)  

(1)1講(産業宣教):産業宣教と軍宣教(使徒10:1-45) 

①コルネリオを探しなさい 

②軍-3地隊(黄金漁場、死角地帯、災い地帯) 

③ナルキソの家の者を探しなさい(現役、予備役、入隊予定者) 

(2)2講(核心訓練):軍宣教と霊的戦争(エペソ6:12) 

①軍宣教を必ず分からなければならない理由-エペソ6:12霊的戦

い、使徒10:1-45飢え渇いた者のいやし、ローマ16:11国家を生かす

道。 

②軍信仰生活の証人-モーセ(血の契約-霊的勝利)、ヨシュア(奇跡の

働き)、ダビデ(詩78:70-72) 

③エペソ6:18軍宣教を置いて祈る人になりなさい(エペソ6:10-20、Ⅱ

テモテ2:1)-軍は最高の機会、最後の機会、いやしの機会だ。 

④結論-ヨシュア軍隊、ギデオン軍隊、コルネリオ、ナルキソの家の

者、軍弟子を育てなさい。 

(3)3講(特講):時代を生かすその日-軍宣教(使徒10:45) 

①まず先に-一人だけの時間を持ってTopにいなさい! 

②弟子を探しなさい-関係+職業+現場+隠された者+散らされたた者+

残った者 

③軍宣教師を通して7時代を解決した。必ず主の日があって、時刻表

はくる。 

④結論-一生軍人である方は軍牧会者をしなさい。 

(4)4講(聖日1部):霊的兵士の覚悟(Ⅱテモテ2:1-7) 

3.軍宣教案内 

(1)軍宣教総局:070-7804-8068 

▲ファックス:02-2201-0606  

▲131-836、ソウル市、東大門区（トンデムング）、長安（チャンアン）2棟

131-4号、4階 

(2)牧会者問い合わせ:チェ・シンオク牧師(010-9601-9161)  

(3)現役問い合わせ:チャン・ソクウ執事(010-5074-4582)  

(4)一般問い合わせ:チョン・アリム幹事(010-6836-8068)  

(5)軍宣教後援口座(インマヌエル ソウル教会)  

▲問い合わせ:キム・イジュ長老(010-2536-7745)  

▲後援: 

①ウリ銀行1005-601-637237インマヌエルソウル教会 

②国民銀行856701-04-154118大韓キリスト教長老会総会 

1．伝道の実と関わりなく神様が最も祝福される重要なこと 

－三つの継続 

(1) 今日のみことば 

(2) 今日の祈り 

(3) 今日の伝道 

 

2．必ず来る後の実 

(1) マタ10：1－42 

(2) 使徒2：9－11 

(3) Ⅰコリ15：58 

 

3．伝道は神様の時刻表を見る道標 

(1) 使徒1：8 

(2) 使徒2：1 

(3) 使徒2：9－11、41 

(4) 使徒6：7、9：1－43 

(5) 使徒11：19 

(6) 使徒13：1 

(7) 使徒16：6－10、19：21 
 
 

地域教材：(伝道者と生活の現場) 祝福の現場(Ⅰペテ3:8-12) 
 
神様の祝福は現場に現れます。この部分を深く理解しなければ現場を
変えることはできません。そして、神様の祝福が数多く現れても味わえ
ず、逃してしまいます。 
 
1．最も重要なことは考えと信仰です。 
(1) 誤った考えは誤った結果をもたらします。（Ⅰペテ4:7） 
(2) 思い煩いはすべてに誤判を生み出します。（Ⅰペテ5:7-8） 
(3) 否定的な考えは必ず災いを起こします。（Ⅰヨハ4:18-19、ヨブ3:25） 
(4) 大げさな熱心（積極的思考）は倒産を作り出します。 
(5) 事実的な信仰が必要です。すべての問題を解決することができる
からです。 

  ① 霊的事実  
② 目に見える肉的な事実 
③ 祈りの奥義を味わいながらすべての問題が自然に解決されます 

 
2．言葉が重要です。 
(1) 失敗者の特徴 
① 他人の言葉 ② 批判 ③ 否定的な言葉  
④ 偽りごと ⑤ 批難と嫉妬 ⑥ 要らない言葉 

(2) 祝福の信徒の言葉 
① 祝福する口であるべきです。（Ⅰペテ3:8‐9）  
② 理由は、そのために私たちは召され（Ⅰペテ3:9）、召された者
は、祝福を受け継ぐようになるからです（Ⅰペテ3:9）。また、呪われ
ない未来の望みを抱いて生きていきます（Ⅰペテ3:10）。 
③ 他人をどのような目で見るべきでしょうか。（Ⅰペテ3:12） 

 
3．祈りはすべてを左右します。 
(1) キリストを正しく悟ると、すべての祈りに答えられます。 
(2) 実際に祈ると、現場と世界を変えることができます。 
 ① 定刻祈り（ダニ6:10） ② 常時祈り（ダニ6:16、20、エペ6:18） 
(3) みことばの黙想による、心と思いの答えを先に得るべきです。 

（Ⅰペテ4:6‐7） 
 
* 週間祈りの課題 (使1:8) 

 
 



 

 
 

RUTC時代の伝道者の生活の実現-文化征服(使徒1:1、2:1、3:1)、現場実現(ローマ16:25、26、27) 

 

(1)聖日1部(6月17日)→ かくまわれる者(ゼパニヤ2:1-7)  

▲聖書で最も重要な単語である「残った者」の祝福を私にくださったことを感謝します。勘違いせずに残った者、残 

る者、隠された者、サミットとして世の中を恐れずに派遣された者の祝福を味わえますように。絶対にほろびない 

残った者の使命を持って福音を回復して、霊的問題に陥る現場を生かすことができますように。いまは残った者の 

奥義で、残った者の方法である「今日」を最高の日に祈りながら挑戦して集中するようにさせてください。今日、 

その残った者の祝福を思いきり味わえますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 

(2)聖日2部(6月17日)→ これから後の栄光は、先のものよりまさろう(ハガイ2:1-9) 

▲伝道の中の伝道、宣教の中の宣教である神殿建築の祝福を分かるようにされたことを感謝します。神殿建築を通し 

て、偶像文化と災いを倒す答えを味わえますように。天と地と海と国々が揺り動かされ、国々の宝が戻ってくるま 

ことの福音を伝える神殿建築の答えを見ることができますように。今日、神殿建築の契約を握る日から約束された 

主の霊が大きく臨む祝福を味わえますように。それで後の日の栄光が先の栄光より大きい献身になりますように。 

イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 

(3)重職者伝道企画集い(6月10日)→ 地域教材:サタンの戦略に現場で勝ちましょう(使徒1:8) 

▲普段の時に私が霊的な力を持っていれば、すべてのものをみな動かすことができる。普段の時の祈りで幸せと力を 

見つけ出したら、みな見つけ出せる。普段の時の祈りが成り立つとき、事件とできごとの中で大きい答えがきて、 

神様の目標(計画)を成し遂げるようになる。 

①先にサタンの存在を理解してサタンがする3つ事(世の中掌握、滅び、トリック)を分からなければならない。しかし 

サタンはイエス・キリストの御名の前に完全に崩れるのだ。 

②サタンは教会を乱れさせて教会の使命をできないように、ずっと戦略を使いながら伝道の祝福を知らなくさせる。 

それで信徒は教会にきて、無条件に恵みを受けなければならない。そして、宣教ということは世界の霊的状態を見 

たということだ。そうすれば、神様はみなさんに力を与えられるしかない。この力を得なければならない。 

 

(4)牧会者大学院(6月19日)→  

▲1講:伝道体験-キリスト(マルコ3;14-15) 

①序論-伝道体験を正しくすれば、その時からキリストを正しく知るようになる。 

②伝道に常に記憶しなければならない基本-伝道は私と関係ある所から始めて、はやく全体を把握して、私がしなけれ 

ばならないことを見なければならない。そして私の身分(聖霊内住、導き、満たし)を分かるとき、権威が出てくる。 

③このとき、隠された者が見えて、隠された者に会うようにされる。 

④そして、完全に神様の働きが見え始める。 

▲2講:伝道訓練-みことば体験(使徒2:17) 

①序論-伝道の中にすべてのものがみな入っている。正しい伝道を通したみことば体験が起きなければならない。この 

とき、3つの答えが見えるようになる。 

②危機、滅亡、問題が来た理由と答え(信徒の祝福、未信者状態、20のシステム)が見えて、三つの運動が(重職者時代、 

現場、レムナント)見える。 

③散らされた者が見える(出5:12、エステル3:8、ゼカリヤ11:16、使徒8:1,4、使徒11:19、ヤコブ1;1、Ｉペテロ1:1) 

④主の日が見えるようになる(解放される日、使徒2;1、使徒1:11) 

⑤結論-伝道者がしなければならない悩みは福音が薄められることで、先んじている未信者の文化をどのようにするの 

か。弟子運動-散らされた者をどのように確立させるのか。 

▲3講:伝道を通して祈り体験-すべてのもの 

①序論-祈りの最も鍵は普段の時の祈りだ。私の霊的状態を安らかに維持できる唯一なものが祈りだ。 

②祈りですべてのことをみなできる(世界旅行、訪問、持続する時刻表が見える) 

③残った者が見えるようになる(Ｉ歴代30:6、イザヤ10:21、イザヤ30:17、エレミヤ43:5、エレミヤ44:28、ヨエル

2:32、アモス5:15、ゼパニヤ2:7、ローマ9:27) 

④残った者を通して神様が答えられたこと- 7つの時代解決、ローマ16章の弟子、ローマ征服 

⑤結論-聖書の最も鍵は(みことばの鍵、宣教の鍵)隠された者、散らされた者、残った者だ。そして、多民族宣教を理 

解するようになる。それでテキコが重要だ(コロサイ4:7-8) 

 

(5)産業宣教(6月23日)→ 産業宣教と軍宣教(使徒10:1-45)  

▲軍宣教と学校宣教は事実上、体制がみな準備されている。聖書を見れば、大きい答えがみな軍と関係がある。 

①コルネリオを探しなさい-神様は主権を持ってコルネリオを要所要所に隠された。このコルネリオを探しなさい。 

②3地帯(黄金漁場、死角地帯、災い地帯)を生かしなさい-軍のなかで一度ずつだけ相談しても、その軍人を分かって、 

手助けできる。 

③ナルキソの家の者(現役、予備役、入隊予定者)を探しなさい-宣教師役割をするようにしなさい。 

 

(6)伝道学(6月23日)→ 持続を通してくる後の日の答え(Ｉコリント15:58)  

▲伝道の基本(key)-関係(システム-生活)+全体(職業-人生)+現場(私のこと)→ 弟子 

①伝道学-伝道は実と関係なく神様が祝福される最も重要なことなので3つの今日の持続が重要だ。そうすれば、必ず 

後の日の実がくるようになって、時刻表、道しるべが見えるようになる。 

②地域伝道専門キャンプ- 3つの黄金漁場(隠された者+散らされた者+残った者) 

③重職者大学院-重職者の祈り(隠された者+散らされた者+残った者) 

④結論-こういう弟子を1人でも作り出さなければならない。 

 

(7)核心訓練(6月23日)→ 軍宣教と霊的戦争(エペソ6:12)  

▲軍宣教を知らなければだめな理由-霊的戦争をしなければならないためで、飢え渇いた者が待っているためで、国家 

を生かす答えの働きが起きるためだ。(エペソ6:12、使徒10:1-45、ローマ16:11) 

①軍信仰生活の答え-出5:1-12:46(血の契約-霊的勝利)、ヨシュア、ダビデ 

②エペソ6:18、軍宣教を置いて祈る人にならなければならない。 

③使徒10:1-6、皮なめしシモンのような人物が出てくれば良い。軍は最高の機会で、最後の機会で、いやしの機会だ。 

④結論-ヨシュア軍隊、ギデオン軍隊、コルネリオ、ナルキソの家の者、軍の弟子を探しなさい。 

 

(8)レムナントデイ-学院福音化(6月23日)→ コリント人への手紙第一 

①1課:紛争する人の結果(Ｉコリント1:12) 

②2課:紛争する人と訴訟(Ｉコリント6:1-7) 

③3課:紛争する者がひそかに味わうこと(Ｉコリント5:4-5) 

④4課:紛争する者と聖晩餐(Ｉコリント11:23-34) 

⑤5課:紛争する者とイエス・キリストの復活(Ｉコリント15:3-5) 

 

(9)軍宣教大会特講(6月23日)→ 時代を生かすその日-軍宣教(使徒10:45)  

▲神様がいつコルネリオを送られたかというと、ペテロがTopの状態にあったときだ。それで一番重要なのは一人の時 

間だ。一人でTopを味わうべきだ。 

①弟子を探しなさい-関係、職業、現場、隠された者、散らされた者、残った者、サミット 

②軍宣教師を通して7つの時代を生かした。 

③必ず主の日(時刻表)がある-使徒1:1、2:1、3:1、11:19、13:1、16:6-10、19:21 

④結論-一生軍人である方は「軍牧会者」をしなさい。そして、みなさんでなければならない唯一性ある宣教団体を作 

りなさい。 

 

(10)地域教材(6月23日)→ 祝福の現場(Ｉペテロ3:8-12) 

週間メッセージの流れ (2012.6.17.-6.23.) 


