
2013年1月27日  週間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体験（4)「社会福祉の専門家」（マ

タ8：1－17） 

聖日１講：一つの家庭の祈り（Ⅰサム1:9-18） 聖日２講：レムナント一人の祈り（Ⅰサム16:1-13） 伝道学：伝道者の生活の体験 (4)「時代を生かす伝動戦略」（使19：9） 

1．宗教団体たちの隠された戦略 

（1） Free Masonの資料室 

（2） New Ageの組織 

（3） ユダヤ教、統一教、 NGOの活動 

 

2．伝道運動の必須 

(1) 社会を生かさなければならない（マタ8：1－17） 

(2) 国家を生かさなければならない（マタ24：1－14） 

(3) 霊的世界を生かさなければならない（使3：1－12） 

 

3．宣教運動の必須 

(1) 使13：1－12 

(2) 使16：16－18 

(3) 使19：8－20 

(4) 使11：19 

(5) 使12：1－25 

 

 

核心メッセージ：RUTC時代の伝道者の体験 (4)「成功を体験したイサク」

（創22：13－20） 

 

１．三つを体験したイサク（創22：1-20） 

（1） 福音の奥義 

(2) 福音の力 

(3) 福音の刻印 

 

2． 当然答えられたイサク（創26：10－24） 

（1） 100倍の答え（創26：12） 

（2） 井戸を得た（創26：19） 

（3） レホボテの祝福（創26：22） 

 

3．隠れたより大きな約束を持ったイサク 

（1） あなたの子孫を、空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよ 

う。（創22：17） 

（2） その敵の門を勝ち取るであろう。（創22：17） 

（3） あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるよう 

になる。（創22：18） 

 

＊序論 

▲私たちは、当然、答えを受けられる神様の子どもだ。イエス ・キリスト

を救い主として信じる者は、救われるだけでなく、神様の子どもとし

て、当然、答えを受けるようになっている。みなさんがその契約一つ

だけ握っても神様は答えられる。これを必ず体験しなければならな

い。今日の本文を見れば、ハンナが悟って正しい祈りをするようにな

る。神様、私にもし息子を与えれば、その息子をナジル人として神様

にささげます。その時から神様が直ちに答えの門を開かれた。神様

が備えておかれたとても重要な息子サムエルを産んだ。 

1.契約の力を得なさい。 

▲契約の箱ということは、福音中にある契約で力を得なければならない

ということだ。 

①みことば-契約の箱の中には神様のみことばが入っている。福音の

中にあるみことばの力を得なさい。 

②マナ-荒野の道を通り過ぎる間に神様が与えられるまことのマナを食

べて力を得なさい。 

③アロンのツエ-今日、礼拝を通して神様が与えられる力を得れば良

い。 

▲今日、私たちにくださる神様の祝福は、契約の中にある力を体験しな

さい! 

(1)340年前に荒野の道を歩いて行くときに与えられたその力を回復しな

さい。 

(2)この契約の箱を持ってヨルダンを渡った、その信仰と力を回復しなさ

い。 

(3)その契約の箱を持って回るときエリコも崩れた。 

2.契約の箱のそばに横になっていたサムエルの祝福 

(1)サムエルということばは、神様が祈りをお聞きになったということだ。 

(2)サムエルが契約の箱のそばに横になっていたが、神様の大きい御

声を聞くようにされた(Ｉサムエル3:19) 

(3)この祝福をサムエルがダビデに伝えた(Ｉサムエル16:13,23) 

3.この契約の力を必ず味わわなければならない理由 

(1)大きい理由は、ペリシテを防がなければならず、ペリシテを生かさな

ければならない。契約を握ったサムエルが生きている間には、イスラ

エルに戦争が終わった。 

(2)ダビデがいた間には、ペリシテを陥落させてしまった。 

＊結論-初代教会で起きた答えを見なさい。 

(1)使徒1:1、キリスト-キリストは正解だ。 

(2)使徒1:3、解答-私に解答が出てくるように握りなさい。 

(3)使徒1:8、答え-答えがくるように握りなさい。 

(4)使徒1:14、開始-どのように始めるべきか。使徒1:14 

(5)使徒2:1、力-五旬節の日になって。。。 

(6)使徒2:42、礼拝 

(7)使徒2:46-47、現場にこの祝福が伝えられる。 

▲みなさんがこの力を毎日のように味わっていれば、神様が解決して

答えられる。私たちにはみことばの力、荒野を歩いていく力、未来を

生かせるようにアロンの芽が出たツエのように、その力が必要だ。今

日から、今から力を回復することを望む。ハンナひとりの家庭の祈り

がこのように多くの実を結ぶようになる。今日のみことば受けながら

正しく信仰で祈れば、みなさんは答えがくるようになっている。 

＊序論 

▲今日レムナント1人の祈り、ダビデの祈りだ。祈りの中で一番重要な部

分、時刻表が何であると見るのか。ダビデには羊飼いで牧場で一人

でいる時だ。第一に重要な時間だ。ところで、ここでの人々が失敗す

る。すべての次世代、すべての信徒は、どこででも、自ら生き残らな

ければならない。その意味が残った者(レムナント)だ。 

▲問題に会ったとき、普段の時(羊飼い-牧場-一人で)祈りの祝福を味わ

った人は違う。ダビデは羊飼いで一人でいる間に、詩篇を73篇作り出

して、多くの賛美曲を作って、神様がくださる最高の技能をみがいて、

実力と霊力を同時に育てたのだ。これが祈りだ。レムナントは、必ず

この祈りの力を得なければならない。 

 

1.こうすれば必ずいくつかの答えがくる。 

(1)必ず私のタラントが見られる。そして、ビジョンが見られる。 

(2)まちがいなく、未来の方向が見られる(王) 

(3)そして使命が伝えられる-サムエルから契約の箱に対することが伝

えられる。この日以降、主の霊が激しくくだった(Ｉサムエル16:13)、賛美

するとき悪霊が離れることが起きた(Ｉサムエル16:23) 

 

2.そして答えを成し遂げる時刻表がくる。 

▲みなさんが一日24時の中で、5分だけ脳を何の考えなく神様に向かっ

て平安な時間を味わったら、ものすごく大きな休息で、力が現れる。 

(1)ゴリヤテが攻めてきたとき、ダビデは何をしたのか。Ｉサムエル17:18、

お父さんのお手伝いにきた。このお手伝いが上手でなければならな

い。私が行く先には、神様の祝福が現れるようになる。そこでダビデ

がゴリヤテの前に行くことを決めた。時刻表はくる。 

(2)ダビデの信仰告白-Ｉサムエル17:29兄たちの前で、Ｉサムエル17:35-36

サウル王の前で、Ｉサムエル17:45-47ゴリヤテの前で。 

(3)この時刻表を見て、ダビデが準備したことがある-Ｉサムエル17:40な

めらかな石五個、Ｉサムエル17:51ゴリヤテの頭を切って持ってきた、Ｉ

サムエル17:55-57主のしもべベツレヘムの人エッサイの息子。 

 

3.成功の後にさらに必要な勝利のための祈りが重要だ。 

(1)詩23:1-6、主は私の羊飼い。私には乏しいことがありません。 

(2)I歴代29;10-14、神殿を作る準備を完全に終えた。 

(3)Ⅱサムエル16:5-14、息子が反乱を起こして逃げたとき、シムイが言

った呪いの前で、ダビデが告白して、神様がさせおられることと言っ

た。神様がご存知で私に恵みをくださるだろう。 

 

＊結論-今日からもう本当に祈りを始めなさい。 

▲ニューエイジ団体を越えるほどの祈り、これからフリーメイソンを生

かして、ユダヤ人を生かして、みな生かすほどの祈り 

(1)私の仕事(分野)を持って最高の祈りの人になる。 

(2)最高の伝道者の生活を送るようになる。 

(3)第一に答えを受けて、神様に最高の栄光をささげる最高の献金する

人として生きる。 

１． この時代に必要な伝道運動 

（1） 福音が入っていない所（2/3） 

（2） 弟子がいる全ての所 

（3） 全ての人を動かす文化 

（4） どこでも待機している福祉 

（5） 最も急務な専門家 

 

2．一番目の鍵 

（1） 使16：11  （2） 使17：1  （3） 使19：8 

 

3． 二番目の鍵 

(1) 使16：15   (2) 使17：6    (3) 使19：9  

 

伝道企画チーム:みことばの力を得なければなりません(イザヤ40:27-

31) 

 

▲神様のみことばは完全で、永遠で、絶対的なみことばであり、今働く

生きているいのちのみことばで、力のみことばです。みことばの中に

人間のすべての答えが全部入っています。したがって、人は肉体を

持っていますが、霊的な存在だから、必ずみことばを通して、みこと

ばによる生活を送らなければなりません(マタイ4:4)。 

1.救われた者は、いくつかの特徴ができます 

(1)乳飲み子が母親を探すように神様を探して、福音をずっと聞くことを望

み、その福音で幸せ感じて、あとの他のこと、他の欲、他のプログラ

ムに対する感激がますますなくなるようになります。すべてのものが

福音中心に変えられるようになります。他の人が一生努力したこと

が、福音を味わう者には1年後に味わうようになる祝福を連続して見

るようになります。 

(2)赤ん坊が乳を探すように、みことばを慕い求めるようになります。救

われた者がみことばを慕い求めれば、すべてが神様の約束で、答え

で、生活の方向になります。 

(3)常に親を探すように祈れば良いです。 

2.したがって、救われた神様の民はみことばの力を得なければなりま

せん 

(1)神様は石で作って、金、銀、木で作った神々ではありません。(イザヤ

40:12-26) 

(2)創造主、全能者、無限な方で、万王の王、万軍の主です。 

(3)神様のみことばを聞く者、主を待ち望む者は新しい力を得るようにな

ります(イザヤ40:31)。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れま

すが、主を待ち望む者は鷲のような力を得て、翼をかって上るような

力を得るようになります。 

3.3つの方法でこの祝福を味わえます 

(1)みことばを事実通り信じる信仰がなければなりません(イザヤ40:6-8) 

(2)みことばを受ける恵みがなければなりません(イザヤ40:9-10) 

(3)みことば握って祈らなければなりません(イザヤ40:27-31) 

▲神様が与えられる力があってこそ、世の中と私に勝てます。みことば

は完全な力であり、すべての限界を克服できます。 

 

 

 

 



 

 

 

RUTC時代の伝道者の生活体験-契約体験(福音)+ヨルダン体験(力)+エリコ体験(使命) 

 

 (1)聖日1部(1月20日)→ 士師ギデオンの体験(士師7:8-18) 

▲カナンの地を変化させる神様の子どもとして、個人と教会が一つになって世の中を生かす生活を送るようにされる 

ので感謝します。私自身がヨシュアに与えられた証拠、創世記3章、6章、11章を倒した力と、証拠を毎日得るよう 

にさせてください。その証拠を持って、私の生活の中に神様の計画とみこころを発見して、神様が行われるという 

証拠を握ることができますように。そして、私の方法でなく、世の中で神様の方法、神様の作戦で勝つ証拠を握る 

ようにさせてください。いまは水準を高めて、契約、力、使命を体験する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 

 

(2)聖日2部(1月20日)→ ナジル人サムソンの体験(士師16:23-31) 

▲ただ福音を持って祈りでその力を味わいながら、世の中を生かす証人として呼んでくださったことを感謝します。 

 福音で刻印されて、福音で根本が変わった契約を持った者らしく、その力でどんな力にも勝つことができますよう 

に。しかし、契約をのがしてペリシテの奴隷になってしまったサムソンのように、サタンのわなにはまらないよう 

にさせてください。どんな状況の中でも契約を回復して、力を常に味わう祈り、いやしを常に味わう祈りを味わう 

ことができますように。どんな環境の中でも答えを確認する祈りを味わうようにさせてください。イエス・キリス 

トの御名によってお祈りします。アーメン 

 

(3)伝道企画チーム(1月20日)→ 地域教材3課:神様のみことばは完全ですか(Ⅱテモテ3:16-17) 

▲使徒1:3(祈り-聖霊)+使徒1:14(出会い)+使徒2;42(みことば、神様の計画、救い、力)+使徒2:46-47(毎日)→ 他の力 

+刻印されたこと変わること→ 神様のみことばが成就するのを見るようになる。 

①Ⅱテモテ1:1-5、涙の疎通 

②Ⅱテモテ2:1-7、福音の疎通 

③Ⅱテモテ3:1-13、使命の疎通 

④Ⅱテモテ4:1-5、祈りの疎通 

 

(4)シンガポール伝道集会(1月21日-23日)→  

▲1講:3つの体験-はじまり 

①序論-創世記3章、創世記6章、創世記11章に勝つ答えを握りなさい。このとき- 

②目に見えない福音運動の奇跡が起こる(10の奇跡-10の災い) 

③目に見える福音証拠の奇跡が起こる(出エジプト-過越祭、五旬節、収穫祭) 

④証人の奇跡が起こる(紅海事件) 

⑤結論-問題の中で答えを見つけて、人の中で祝福を見つけて、病気は聖霊に満たされる機会で、貧困は私を完全に更 

新させる機会だ。 

▲2講:3つの体験-異なる力 

①序論-契約を握る瞬間、すべての文化に勝つ奇跡、暗やみが崩れる働き、ともにする人が出てきて、弟子が起きる 

(出4:16-使徒1:3、出4:27-使徒1:14、出4:31-使徒2:41-42、出5:1-3-使徒2:46-47)未信者(ニューエイジ、フリーメ 

イソン、ユダヤ人、モスレム)に力がある理由は、それがまさに悪霊の働きだ。私たちは異なる力(聖霊の働き)が必 

要だ(ヨハネ14:16-17、使徒2:1-13、使徒13:1-4、Ⅱコリント12:1-10)。このときから悪霊に勝つ異なる世界と私の 

中にある内面世界が見られる。 

②レムナント7人-ヨセフ(創世記41:38)、モーセ(ホレブ山、シナイ山)、サムエル(Ｉサムエル3:19)、ダビデ(Ｉサム 

エル16:13,23)、エリシャ(Ⅱ列王2:9-11)、イザヤ(イザヤ43:18-21)、テモテ(Ⅱテモテ2:1) 

③ヨシュアの集中- ヨシュア1:1-9(契約体験)、ヨシュア3:1-13(能力、力体験)、ヨシュア6:1-20(使命体験) 

④この時戦わないで勝利するようになる。 

⑤結論-空前絶後な答え(ヨシュア10:10-15)、定刻祈り(答え、力、いやしの働き)、24時祈り(現場の24時答え)、深い 

祈りの中に入りなさい。 

▲3講:3つの体験-時代変化 

①序論-刻印戦争だ。刻印を変える方法は「ただ」だ(使徒1:14、使徒2:42)。ただ一つの中に、すべてのものがみな入 

っている(ただイエス、ただキリスト、ただ聖霊、ただ祈り、ただ福音、ただ伝道)。それで時代を変化させようと 

するなら、私を変えなければならない。 

②考えを変えなさい-見る目、問題を見る目、危機は機会で、葛藤は更新の機会で、答えの神様の計画を見つける機会 

だ。 

③生活を変えなさい-使徒1:1(キリストで毎日答えを得なさい)、使徒1:3(神の国が臨むように待ちなさい)、使徒 

1:8(神様がくださる力を持って挑戦する使命を持ちなさい)。使徒1:14(選択-答えを受けて始めなさい)、使徒 

2:1(毎日神様が与えられる力を得なさい)、使徒2:41-42(講壇のみことばを握って、ただを悟れば3千弟子が起きる)、 

使徒2:46-47(現場に答え) 

④身分と権威を変えなさい-マタイ5:13-16、Iコリント3:16、Iペテロ2:9、ルカ10:19、マルコ3:15 

⑤結論-ただ覚悟3つをしなさい(最高に祈る人、最高に伝道する人、最高に献金する人になる!) 

 

(5)産業宣教(1月26日)→ 社会福祉専門家(マタイ8:1-17) 

▲今、福祉側で教会がのがした部分を見つけなければならない(福祉施設、総合福祉館、福祉センター、障害者、老人、 

中毒患者、精神疾患者、カウンセリング、福祉学校、保育園、大学、生涯教育･･･) 

①宗教団体が福祉に入り込んだ-フリーメイソン、ニューエイジ、ユダヤ教、統一教、NGO 

②これから伝道運動の必須の中の一つだ-社会(マタイ8:1-17)、国家(マタイ24:1-14)、霊的世界(使徒3:1-12) 

③これから福祉は宣教の大きい土台だ-使徒13:1-12、使徒16:16-18、使徒19:8-20 

④結論- 1万教会運動(開拓地教会-飢え渇いた人、現場地教会-祈りの人、文化地教会-多くの人、福祉地教会-社会問 

題、専門家地教会-成功した人 )々 

 

(6)伝道学(1月26日)→ 時代を生かす伝道戦略(使徒19:9) 

①伝道学-時代を生かす伝道戦略(使徒19:9) 

②地域集中伝道訓練-刻印戦争-「ただ」 

③重職者大学院-3つの解決(教役者、重職者、レムナント) 

 

(7)核心訓練(1月26日)→ 成功を体験したイサク(創世記22;13-20) 

▲2013年体験をできるように重要なことをのがしてはならない-集中(祈り集中、運動集中)、答え(使徒1:1正解、使徒 

1:3解答、使徒1:8答え、使徒1:14はじまり、使徒2:1力、使徒2:41-42 3千弟子と礼拝、使徒2:46-47現場)。私たち 

が本当に勝つ方法は「ただ」(使徒1:14,使徒2:42)-刻印戦争だ。この祝福を味わうようになれば- 

①イサクのように3つの体験をするようになる-福音の奥義、福音の力、福音の刻印 

②当然、答えがくるようになっている- 100倍の答え、泉の根源、レホボテ(広い土地の答え) 

③いよいよ神様の約束が何かを知るようになった-繁盛、敵の門、あなたの子孫によって、天下万民が恵みを受けるよ 

うになる。 

④結論-今から福音を握って一つだけ継続しなさい(ただ福音、ただ祈り、ただ教会、ただ伝道を考え)。このときから 

目に見えること、教会のお知らせ、会う人が全部答えとつながる。 

 

(8)地域教材(1月26日)→ みことばの力を得なければなりません(イザヤ40:27-31) 

週間メッセージの流れ （2013.1.20.-2013.01.26.） 


