
2014年4月20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一心、全心、持続 (14)「海外産業

人招待」(使2：9－11) 

聖日１講：聖書の示すとおりに死なれ、聖書の示すとおりによみが
えられた (Ⅰコリント15：1－5) 

聖日２講：復活以降のメッセージ (マタイ28：16－20) 伝道学：伝道者の生活の一心、全心、持続 (14)「三つの今日を正しく見つけ
る道」 

1．散らされた者たち 

1) ゼパ2：7 

2) イザ6：13 

3) 使2：9－11 

 

2．備えられた者たち 

1) 使8：26－40 

2) 使10：45 

3) 使11：19－23 

 

3．家族作り運動 (compassion)  

1) 出2：1－10、3：1－18 

2) エス4：1－16 

3) ロマ15：23 

 

 

核心：RUTC時代の伝道者の生活の一心、全心、持続 (14)「海外宣教の

目」(イザ6：13) 

 

1．問題の原因と解決策 

1) 出2：1－10、3：1－20 

2) イザ6：13、7：14、60：1－22、62：6－12 

3) 使2：9-11、17：1、18：4、19：8、19：21、23：11、27：25 

 

2．今日の問題と解決策 

1) 使2：9－11 

2) 使8：4－8 

3) 使8：26－40 

4) 使10：1－45 

 

3．明日の問題と解決策 

1) 使19：9 

2) 使19：21 

3) ロマ16：25－27 

＊序論 

▲世の中は真理でもないことが、世の中をひっくり返してしまうように見

えることもあるが、誰か1人の失敗で今、チンドの海には何百名の学

生たちが水に閉じ込められていて、世の中を騒然とさせている。イエ

ス様の当時にも、何人かが真理でもないことを話すようになったが、

大きい世論になった。ピラトがイエス様が罪がないと言ったが、ユダ

ヤ人は、全部イエス様を十字架に釘づけろと言った。世の中は、誰か

が操縦するから、このように悪くて、何でもないことが世の中を動かし

ていったりもする。創世記3章以後に、時代ごとにずっと災い時代がく

る。聖書は今でも預言している。終わりの時になれば、戦争、飢謹、

地震、災い、災難があちこちで起きるようになる。終わりの時になれ

ば苦しみの時がくる。ヨハネの黙示録を見れば、最後の時に霊界に

混乱がくるだろう。この預言のみことばを読む者、聞く者、守る者が幸

いである。 

1.聖書のとおり死んで 

▲それで聖書のとおり死なれ・・・聖書には、イエス様が生まれる前に、

こういうメシヤ来ると560ヶ所、記録されている。そのうちで鍵になるの

が、この地にきてすべての罪を担って十字架にかけられると預言さ

れている。聖書どおり死に・・・ 

1)私たち人間は、絶対にサタンに勝てない。それを縛ることを預言され

た(創世記3:15、創世記6:14)。人間に最も失敗をもたらすサタンの権威

をうち破るために、十字架にかけられるだろう。 

2)人間が避けられない災いを神様が防ぐために、キリストを送る。信じ

られなければならない。 

3)神様が誰も防止できない地獄の権威を打ち砕くキリストを送られた。

聖書のとおり死に・・・ 

2.聖書のとおりよみがえられたのだ。 

1)創世記3:15の主役.イエス様がまさにキリストだ! 

2)出3:18の成就. 

3)イザヤ7:14の成就 

4)マタイ16:16の成就 

3.受けたことをしっかりと保ちなさい(2節) 

▲2節-受けたことをしっかりと保ちなさい。無駄にならないだろう。 

1)この契約を握ったとき、出エジプト、出バビロンをしたが、それが問題

ではない。この契約のがした次世代は23ケ国に散って、苦難を受け

るだろう。だまされないで、この契約を堅く握りなさい。 

2)終わりの時代に重要な時刻表、重要な問題がくるから堅く握りなさい。

レムナントは揺れずに契約を堅く握りなさい。勝利するようになる。 

＊結論 

▲聖書のとおり死んで、聖書のとおりよみがえられましたが、その契約

を堅く握りなさい。無駄にならないだろう。人類を救うためには、十字

架で復活するキリストでなければならない。韓国と世界の災いは、教

会のためにくるのだ。教会が契約を正しく握って祈れば、霊的問題は

勝てる。みなさんが今日、この契約を堅く握らなければならない。そし

て、全世界にこの契約をあかししなければならない。キリストの御名

で災いを防ぐ働きを体験することができますように。聖霊の働きで世

の中を生かす力を体験することができますように。 

＊序論 

▲復活された主が、みなさんに献身できるメッセージを与えられ

た。私たちは契約の中で、いまは重要な選択が残っている。選択

において三つのことがある。私が度々無視されるという時は、は

やくしっかりして、私がおかしくてレベルが低いということをはやく

キャッチをしなければならない。しかし、このような人がとても多

い。こういう部分ができなければ、とても困る。そして、ある人は

決定的な瞬間には、聖霊の導きを受けない。決定的な瞬間に福

音で選択する人がいる。そのような人が大きい答えを受けるよう

になる。勝利するようになっている。 

▲復活された主を体験することがとても重要だ。 

1)ヨハネ17:11-12,イエス様は主の御名だ 

2)使徒3:1-12,イエス・キリストの御名で 

3)使徒16:16-18,イエス・キリストの御名で悪霊が追い出されて 

4)復活された主が、今でもくださった約束を成し遂げていっておられ

る-ヨハネ14:1-26,使徒1:8,Ｉヨハネ2:20 

▲私たちは何によって献身すれば良いのか 

1.マタイ28:16-20、権威(御座-御使い、権威-サタン束縛) 

▲17節,まだ疑う者がいた。世の中の信仰を持っては信仰生活する

ことができない。本当に主の権威を持ってしなければならない。 

1)18節-天と地のすべての権威がわたしに与えられた-この力を持

って世界福音化することができる。 

2)19節-すべての国の人々に行きなさい。父と子と聖霊の名によっ

て・・・三位一体の神様の力で全世界に行くのだ。 

3)20節-見よ。わたしが世の終わりまで、いつもあなたがたとともに

います。この祝福を持って献身するのだ。 

▲まず最初に持たなければならないことが、天の御座の権威-主の

使いを送って、答えの働きを成し遂げられる。地の権威-サタンに

勝つ権威を与えられた。 

2.マルコ16:15-20,暗やみ権威を打ち砕く力 

▲肉的不信仰から抜け出さなければならない。 

1)17節-信じる者にはこういうしるしがともなう。わたしの名で悪霊を

追い出し、新しいことばを語り、祈りの大きい力を得るのだ。 

2)18節-へびをとらえ・・・害を受けず勝利する。 

3)18節-病気の者に手を置くといやされる。みなさんが現場に行っ

て、まったく表に出ないで暗やみの権威を砕きなさい。 

3.ルカ24:13-35、実際の信仰-答え(神の国) 

▲教理信仰でない、実際信仰にしなさい。 

1)みことばの学び、みことばフォーラムをしているのに、信じないで

味わえない弟子 

2)目が開いた弟子 

3)35節-なったことをあかしる証人に変わった弟子 

▲世の中に出て行けば、答えが準備されている。この答えを握りな

さい。こういう献身をしなさい。 

＊結論-最後にくださったオリーブ山の契約を握って献身しなさい。 

1)使徒1:1,キリストがあかしされた。 

2)使徒1:3,方法は神の国. 

3)使徒1:8,ご存知で約束された。力を与える。 

▲私たちの信仰を通して、このことが成される。 

1．私の霊的な状態 (現住所体験) 

1) 使1：1   2) 使1：3   3) 使1：8 

 

2．教会内の霊的な状態 

1) 使1：12－14   2) 使2：14－21   3) 使2：41－42 

 

3．現場内の霊的な状態 

1) 使3：1    2) 使8：26、29   3) 使9：10、15 

 

地域（区域）教材: 復活された万物の主(マタイ28:1-20) 

 
▲神様は、私たちの水準、状態と関係なく、私たちとともにいるために訪ねて来ら
れました。それで、救いを贈り物でくださいました。そのことを、全的な神様の恵
みだと言われます(エペソ2:8)。神様がこの地で勝利するように、私たちにくださ
った方法は、私たちとともにおられることです。神様のみこころに沿った悲しみ
は、信仰に有益を与えます(Ⅱコリント7:10)。しかし、信仰生活をなんとか上手に
しようと努めたり、努力する必要はありません。私とともにおられるために訪ね
てこられた神様を、努力して味わうのが信仰生活を上手にすることです。それで
は、どのように味わえるのでしょうか。 

(1)神様のみことばを握って祈りを通して、まず味わうことができます。そして 
(2)私とともにおられるその方を味わうならば、与えられる恵みと答えが来るのです
が、それを他の人に伝達するのが伝道の祝福です。また 

(3)このとても大きな恵み祝福を、現場と次世代に伝達するのが弟子の生活です。 
▲救われたすべての信徒は、キリストの十字架と復活の証人です。これが、私た
ちが生きなければならない理由で、存在の目的です。 

1.キリストの十字架事件 
(1)メシヤを送られるという唯一の契約の成就が十字架です。悪魔のしわざを打ち
こわして(Ｉヨハネ3:8)、一生涯悪魔の奴隷になっている者を、その束縛から解放さ
せて(ヘブル2:14-15)、キリストが十字架で自らの血ですべての罪と呪いの勢力
をみななくして(ヘブル9:12)、永遠な贖罪を成し遂げて、恵みの御座の前に進ん
で神様に会うようにしてくださいました(ローマ8:2、,ヘブル4:16). 

(2)イエス・キリストの十字架は、父、御子、御霊の三位一体の神様の救いの働きの
完成です。 

(3)キリストの十字架事件は、神様の愛と義を最高に満足させる現場です。 
(4)十字架は完全な勝利の十字架です(Iコリント1:18). 
▲これを悟る瞬間から、この十字架を自慢してあかしする証人として勝利できま
す。 

2.キリストが復活されました。 
(1)イエス様は死の権威(罪と呪い、サタンと地獄、世の中の権威、過去/現在/未来
すべての問題)を破って復活されました。そして 

(2)イエス様は復活の初穂になられました(Iコリント15:20)。したがって、誰でもキリス
トの中にある者は、新しい被造物です(Ⅱコリント5:17)。復活の主は 

(3)信じる者に復活の力でともにおられます。 
(4)私たちは今から栄光の復活の証人として残った人生を神様の前にささげなけれ
ばならないでしょう。 

3.この事実を信仰によって告白しましょう 
(1)イエス・キリストが私の人生すべての問題の解答であることを告白しましょう(告
白、体験). 

(2)復活されたキリストの力を現場で思いきり味わうように祈りましょう。 
(3)神様はこの福音の力を持って、世の中と戦って、世の中を生かしなさいと私たち
を呼ばれました。 

▲したがって、復活されたイエス・キリストが、私の中に聖霊でいつも満たして働
かれるように祈れば、神様の働きを見るようになります。どんな困難の中でも、
落胆せずに霊的戦いに勝利するように祈って、また私を導いてくださるように祈
りましょう。 

＊結論 
▲復活された主は、肉では神様の御座の右に座っておられ、正確に私たちと聖霊
でともにおられます(黙示2:1-3:20)。救われた信徒1人1人を見守っておられま
す。ダビデの鍵を持って私たちを守るとおっしゃいます。私たちが伝道運動をし
たり、重要な危機に会えば、特別に力を入れて守るとおっしゃっています。今、こ
の瞬間にも助け主聖霊で、救われた信徒を導かれます。神の子どもが、この世
で聖霊の導きを受ければ、完全な勝利の答えを受けます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(1)聖日1部(4月13日)→コリント教会と社会問題 (Ⅰコリント5：1－5) 

神様の前で、私の状況を越えてまことの答えを受けて、新しい契約で挑戦できる恵みをくださったことを感謝します。

私に与えられた仕事に、合理的で科学的な生活を送れますように。そして、それを越えて見えない精神科学を知って、

さらに重要な霊的科学である福音を味わう科学的な生活になりますように。神様のかたちとして創造された人間にく

ださった本来祝福と力を回復して、その力を持ってサタン、呪い、運命を変えて、世の中の文化と霊的な病気、現場

を生かせますように。神様がくださる力を持って、今から勝利する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 

 

(2)聖日2部(4月13日)→ コリント教会と内部問題 (Ⅰコリント6：1－8) 

私が霊に属した者として、戦いと不信仰と紛争をもたらすサタンの戦略にだまされないで、教会に仕えながら、信仰

生活の祝福を味わうようにさせてくださったことを感謝します。聖書で啓示する真理を分かる者として、最後の時の

迫害の中でも答えを受けて勝利する者になりますように。人間の根本問題に答えを与える者に、信徒の実際問題を機

会にする者に、神様のみことばをあかししながら神様の隠れたことを見つけて味わう証人になりますように。私がま

さにその力を持ったひとりになるようにしてください。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(4月13日)→ 地域（区域）教材15課:ホサナ。ダビデの子として来られる方(マタイ21:1-11、ヨハネ

16:19-24) 

①イエス・キリストの苦難(聖書に460回イエス様の苦難が預言されている)-地上最大の事件、サタンを完全に倒す時

間、すべての苦難を終わらせる日 

②イエス様のエルサレム入城は-勝利の入城(ゼカリヤ9:9、マタイ21:1-11)、救いの入城(創世記3:15、イザヤ7:14、

マタイ1:29-32、詩16:10、Iコリント15:3-5)、約束の入城(サタン束縛、ヨハネ16:19-24、3つの職の成就-王/預言

者/祭司) 

 

(4)第17次世界産業人大会(4月14日-16日)→ 主題:産業人がすることと理由 

▲1講:秘密決死隊(ローマ16:25-27) 

①序論-福音ならば充分だ。(レムナント7人、ヘブル11章の英雄、初代教会-ペテロ、パウロ)これに飢え渇いて、刻印

されれば奇跡が起こる。サタンの3つの戦略(他の刻印、世の中の刻印、潜在/無意識刻印)から抜け出しなさい。 

②他の刻印を変えなさい-マタイ28:16-20、使徒1:12、使徒1:14、使徒2:1、使徒2:3-4、Iペテロ2:9 

③世の中の刻印をひっくり返しなさい-使徒3:1-12、使徒4:32-37、使徒12:1-25 

④潜在(無)意識の中に刻印されたことが未来を左右する- 7つのニックネームの祝福、ローマ16:17-20、ローマ16:25-27 

⑤結論-このとき、エクソダス(Exodus)、アイデンティティ、8つのミッションの祝福を味わうようになる。 

▲2講:次世代を生かす宣教師 

①序論-福音は完全なのだ。これが1順位になれば、神様がともにおられる答え、重要な決断とオールインをするよう

になって、神様がくださる超能力ができるようになる。 

②神様がくださる超能力を持って時代の最も緊急なことを解決しなさい-イテロ、ラハブ、オバデヤ、使徒1:14、使徒

11:19、ルカ、テオピロ、ガイオ、プリスカ夫婦、宗教改革 

③教会の最も至急なことを解決しなさい-未自立時代、OMC、Compassion、暗やみ文化を変えてローマ16章、伝道者を

助けることをしなさい。 

④次世代と未来に緊急なことをしなさい-申6:4-9、Ｉサムエル7:1-15、イザヤ60:1-22、Ⅱ列王6:8-24、Ⅱテモテ2:1-7 

⑤結論-代表的に暗やみ文化を変える教会、全世界にRUTC、人材事業をしなさい。 

▲3講:ホーリーメイソン(Holy Mason) 

①序論-福音は全てのものだ。これから、歴史を変える人々はホーリーメイソンを始めなさい。 

②聖書にあるメイソン運動-周辺国家とエジプト(幕屋運動)、ペリシテとダゴン神殿(ミツパ運動と契約の箱)、周辺国

家とソロモン(神殿建築)、神殿再建、ゼルバベル神殿 

③サタンが奪っていってしまったMason運動を回復しなさい-キリスト+メイソン運動(キリストとキリストを知らせる

しかない文化現場を作りなさい→ 再創造の祝福だ) 

④初代教会が成し遂げたホーリーメイソンを捜し出しなさい-全世界にRUTC、代表的教会、代表的企業(3企業)を作り

なさい。 

⑤結論-本当に暗やみを防ぐホーリーメイソン運動をしなさい(人生設計図3つ-伝道決死隊、レムナントミニストリー、

教会とRUTC)。創造的祈りと答えを始めなさい。マタイ6:33、マルコ10:29-30→ 再創造の答えをくださるだろう。 

 

(5)レムナント神学研究員特講(4月16日)→ 聖書のミッション 

▲神様は聖書の指導者に重要なミッションを与えられた-使徒1:3、使徒9:15、Ⅱテモテ2:1-2. 

①根本ミッション-福音ならば充分、福音は完全、福音は全てのものだ。これを見つけなさい! 

②基本ミッション-契約の流れ(福音、みことばの流れ)、みことば実現、天命を味わう祈りの課題、3つの今日と私の

伝道 

③征服ミッション(絶対性)-絶対的な門(使徒2:9-11)、神様が備えておかれた絶対的な準備(使徒2:41、三千弟子)、絶

対地教会(使徒13章、16章、19章-絶対現場と絶対地教会)、絶対内容と弟子(ローマ16章) 

④結論-伝道弟子の目(24時)、伝道弟子の姿勢(25時)、伝道者の方法(永遠) 

 

(6)産業宣教(4月19日)→ 伝道者の生活の一心、全心、持続(14)-海外産業人招待(使徒2:9-11) 

▲使徒2:9-11、産業人が常に味わわなければならない答えだ(海外産業人)。今はホーリーメイスン(Holy Mason)で決

断をくだしなさい。一度の生涯、歴史的足跡、信仰の足跡、作品を残すことを決断しなさい。 

①散らされた者-みなさん自身が散らされた者で、こういう人々を探すのだ(ゼパニヤ2:7、イザヤ6:13、使徒2:9-11) 

②備えられた者-神様がとても大きなことを準備しておかれた。(使徒8:26-40、使徒10:45、使徒11:19-23)こういう答

えがくるだろう。 

③Compassion(家族とする運動)-後進国の人材を捜し出しなさい。(出2:1-10、出3:1-18、エステル4:1-16、ローマ

15:23) 

④結論-帰って、本当に祈りながら、ミッションチームを構成しなさい。そうすれば、神様は本当に答えられるように

なっている。どのように答えくるかを見なさい！ 

 

(7)伝道学(4月19日)→ 3つの今日を正しく探す道(霊的状態) 

①重職者-霊的事実 

②地域集中-実際事実(根本ミッション、基本ミッション、征服ミッション) 

 

(8)核心訓練(4月19日)→ 伝道者の生活の一心、全心、持続(14)-海外宣教の目(イザヤ6:13) 

▶①キリスト一人で充分で、キリストを味わう飢え渇きがあるならば、全てのことが解決されて、刻印されたことが

なくなって、私の人生が変わる奇跡が起こる(→価値あることを捜し出しなさい)②福音は完全だ。これが私の人生

に1順位になれば、超能力が現れて多くの変化を起こすようになる。③福音は確かに全てのものだ(→伝道運動オー

ルイン)すべてのものを見た人はささげることができて、そこに私の人生をオールインできる。このとき、再創造

の答えが起きて、多くの人を生かして征服することが行われる(→人材を見つけて、教会とRUTCをたてる計画をた

てなさい) 

①伝道(宣教)を知らないとき-奴隷、捕虜、属国になった。 

②伝道(宣教)を分かるとき、明らかな答えがくる-使徒2:9-11、使徒8:4-8、使徒8:26-40、使徒10:1-45 

③伝道(宣教)理解したとき見られる未来-使徒19:9(弟子)、使徒19:21、ローマ16:25-27 

④結論-伝道者の目(24時)、伝道者の姿勢(25時)、伝道者の方法(永遠なことのために) 

 

(9)地域（区域）教材(4月19日)→ 16課:復活された万物の主(マタイ28:1-20) 

週間メッセージの流れ (2014.4.13.-2014.4.19.) 


