
2016年3月13日  週間メッセージ祈りのカード  “2016年RUTC時代一心全心持続の目標(創世記3:15,使徒1:3,使徒2:1)”       (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時代の一心、全心、持続の目標 (9)「シニア産業人」(創

14：14－20) 

聖日１部：奴隷に変わったイスラエル (出2：1－10) 聖日２部：奴隷時代を見たモーセ (出3：8－20) 伝道学：伝道者の生活の一心、全心、持続の目標 (9)「カルバリの丘事

件のフォーラム」 

1．高齢化時代 

1) 先進国 

2) 日本 

3) 未来時代 

 

2．聖書には高齢化の時に重要なことをなされました。  

1) 創6：14－20 

2) 創14：14－20、創22：1－20、創32：23－32  

3) 出18：1－21、申6：4－9 

4) Ⅰサム7：1－15、Ⅰ歴29：10－14 

5) Ⅰ列19：1－21、Ⅱ列6：8－24 

6) ルカ2：36－40 

7) ロマ16：23  

 

3．シニア産業人の伝道戦略 

1) 先進国型準備 

2) シルバーヒーリング 

3) 幼いRemnant教育 

  

 

 

核心メッセージ：RUTC時代の一心、全心、持続の目標 (9)「カルバリの

丘の実際体験」 

 

1．修学旅行に行った人  々

1) 創3：15  

2) 創6：14 

3) 出3：18 

4) イザ7：14 

 

2．実態を見た人  々

1) マタ16：13－20 

2) マタ17：1－9 

3) マタ28：16－20 

 

3．カルバリの丘の恵みを体験した人  々

1) マタ28：16－20、ヨハ21：15－18 

2) 使1：1－8 

3) 使1：14 

4) 使2：1－4、使2：6－11、使2：14－21、使2：41－42 

＊序論 

▲今日の本文は、危機に陥ったイスラエルだ。イスラエル民族がすべて

みな奴隷に変わってしまった。ところで、エジプト王がまた他の政策を

使って、結局は、イスラエルが力を出せないように、男の子が生まれれ

ば殺せと産婆に命令を下した。そのときに生まれた人物がモーセだ。

ここで重要な話が出たのだが、レビの男がレビの女を妻にめとったと

いうことが、とても重要な言葉だ。レビの奥義を持った1人の女性の力

がどれくらい大きいのか。多くの方たちが、何を知らずにいるかという

なら、イエスを信じれば救われるということまでは、知っている。信じる

者に起きる霊的な力と、その波紋がどれくらい大きいのかは、実際に

知らずにいるのだ。私たちは万人祭司であり、レビのような人だ。いっ

たいこのヨケベデは、何を握ったので、こういう大きい祝福が起きたの

か。 

1.味わうこと-信徒の身分(救いの祝福)を回復しなさい。 

1)創世記3章に陥ったとき→ 創世記3:15,女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。

キリストが来られて、サタンを打ち砕かれる。 

2)創世記6:14、だれでも箱舟の中に入れば生きる。 

3)この契約を味わって教えた人がレビ部族だ。このみことばが私のたまし

いの中に刻印されなければならない。 

▲神様は、みなさんを、いまキリスト以後に万人祭司として立てられたの

で、行く所ごとにこれを刻印させる働きが起きなければならない。 

2.使うこと-信徒の権威と祝福を回復しなさい。 

1)創世記3:4-5,人間の問題は世々に渡る前から生じた。エペソ1:3-5,創世

前にすでにできた問題だ。長い間続いている問題だ。 

▲解決できる道は一つしかない。みなさんは、暗やみの勢力に勝つ権威

を持っている。それを回復させなさいということだ。 

2)創世記6:4-5、ネフィリムに勝てる権威を与えられた。 

3)創世記11:1-8、バベルの塔に勝てる権威を与えられた。 

▲このみことばが、私の考えの中に刻印されるとき、そのときから答えの

門が開き始める。 

3.待つこと-神様の聖霊の働きを回復しなさい。 

▲まことの祝福である神様の聖霊の働きを回復するのだ。この時から神

様が目に見えないように実際的なみわざが起きた。 

1)産婆の奇跡-王の命令で他の子どもをみな殺すのに、モーセを殺せな

かった。 

2)王女の奇跡-王女の心にヘブルの子をかわいそうに思って、育てなけ

ればならないという気がした。 

3)王宮の奇跡-王宮に入って、すべての学問を学んだ。 

4)世界で最も安全なところで,最も平安なお母さんに抱かれて乳を飲んで

祈って育ったのだ。どれくらい大きい神様の働きなのか。 

5)このとき、モーセに契約をみな伝えた。契約を握って伝えれば、神様の

奇跡のみわざが起きる。 

4.結論-今日、ヨケベデが握った契約を握りなさい。 

1)不信仰は全世界ですぐ終わる。 

2)信仰の波紋は、肉体、精神、霊的に入っていく。 

3)福音を味わう祈りの波紋が次世代に伝えられる。 

▲みなさんは、家系を生かして、次世代を生かして、世界を生かす主役

だ。今日もこの祝福を識別して、まことの勝利をするみなさんになるこ

とをイエス様の御名で祈ります。 

＊序論 

▲みなさんが、信徒の身分、信徒の権威、信徒の受けた霊的な祝福を

回復するのだ。みなさんは、レビの人、Iペテロ2:で、に同じ祝福を受

けた。2部礼拝の重要な単語がホレブ山だ。 

1)目-ホレブ山でモーセの目を開いてくださった。何をするかではなく

て、何を見るかが重要だ。 

2)力-ホレブ山で神様が力を悟るようにされた。わたしが力ある手であ

なたとともにいる。 

3)奴隷-それとともに、イスラエル民族が奴隷になったことを見たの

だ。 

▲みなさんが、今日、ホレブ山の答えを受けなければならない。 

1.当然見なければならない絶対目標-奴隷解放 

1)奴隷状態-エジプトの偶像を作るのにイスラエルが奴隷になってい

る。 

2)奴隷になった理由-違ったこと、他のこと、だまされたことを握ったの

で、そこから出て来なさいということだ。 

3)未来-わたしが力ある手でエジプトを打つ。そのときに、あなたがた

を送り出す。これを契約として握りなさい。 

▲縛られた全てのことから解放される神様の働きが起きなければな

らない。 

2.絶対使命-永遠な力をくださる。 

1)80老人-モーセは完全に追い出されて、行く所がない人になった。こ

のとき、神様が呼ばれたのだ。 

2)ホレブ山で神様が大きい恵みを与えてくださった。 

(1)消えない火を見た。(2節) 

(2)召命-そのとき、神様が呼ばれた。(4節) 

(3)あなたの足から履物を脱ぎなさい(5節)-あなたを滅ぼしたにせ

物の身分を脱ぎなさい。 

3)ホレブ山の使命を与えられた。(出3:6-20) 

▲先に契約を話して、この事実を長老に、パロ王に行け。(18節)血の

いけにえをささげに行かなければならないと話せ。わたしが力ある

手をあげて、彼を打つ。 

3.絶対献身(出4:24) 

▲ホレブ山から降りたとき、神様はモーセに絶対献身を要求された。

(出4:24) 

1)死者を生かす、いのちの契約をくださったのだ。 

2)いのちをかす契約をくださったのだ。 

3)いのちをかける契約をくださったのだ。 

(1)これはすでに死を通してくださった契約だ。 

(2)これは80年前にお母さんが伝えた契約だ。 

(3)これは神様の永遠な契約だ。 

▲ここに絶対献身する祝福を与えられた。 

4.結論 

1)ホレブ山 

(1)出3:1-20、モーセを呼ばれた山 

(2)出20:1-20、十戒を与えられた山 

(3)Ｉ列王19:1-21,エリヤをホレブ山に呼んで、大きい力を与えられた

山-神様がくださる霊的な力を回復しなさい。 

2)出3:18(過越祭)を持って、すべての答えをみな終わらせなさい。この

契約を握って、暗やみの勢力を倒す本物の祈りをしなさい。そうす

れば、神様が答えられる。 

3)この契約がオリーブ山まで伝えられた。 

▲今週、平安な中で力を得て、霊的戦いをするように願う。本当に答え

を受ける体験があることをイエス様の御名で祈ります。 

 

1．イエス様の最後のことば 

1) ヨハ19：30   2) マタ28：16－20、マコ16：15－20  3) 使1：3、8 

2．聖書に現れた問題 

1) 真の問題   2) 誤った問題   3) 永遠の問題 

3．私の問題 

1) 12の土台   2) 私が受けた恵み   3) 霊的状態 

  

区域教材10課：隠された癒しの現場ミッションホーム(Ⅱコリ12：1－10) 

 

しかし、主は、｢わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わ

たしの力は、弱さのうちに完全に現われるからである｣と言われたので

す。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜

んで私の弱さを誇りましょう。(9節) 

序論/  

救われた者は神様との間に深い祈りがあるべきです。祈りは人から学

べるものではなく、聖霊の感動によって、神様のみことばに従い、神様

の御前で自ら学ぶものです。ミッションホームでは祈りによる三つの癒

しが成立すべきです。 

本論/ 

1．世々にわたる問題が癒されるべきです。 

1) 世々にわたる問題 

(1) 黙示録12：1－9 古い蛇、サタン 

(2) エゼ28：13－14 御使いの堕落 

(3) 創1：2 地は茫漠としてなにもない(暗やみ、混沌、虚しい)状態 

2) 根本問題 

(1) 創世記3章 — 原罪     (2) 創世記6章 — ネフィリム 

(3) 創世記11章 — バベル塔 

3) 預言的解決策 

・ キリストを遣わされると言われました。 

(1) 創世記3：15 — 「女の子孫が蛇の頭を踏み砕く」 

(2) 創6：14 — 「箱舟の中に入ると生かされる」 

(3) 創12：14 — 「ウルを離れなさい」 

 (4) 出3：18 — 「血のいけにえをささげなさい」 

 (5) イザ7：14 — インマヌエル 

4) 完成された解決策 

 ・ キリストが来られ完成されました。 

(1) 使1：1 創世記3章の問題を消すキリスト。 

(2) 使1：3 創世記6章のネフィリムの時代を消す神の国。 

(3) 使1：8 創世記11章のバベル塔文化を止める聖霊の満たし。  

5) 三つを越えなければなりません。 

(1) 私     (2) 性格    (3) 動機 

2．刻印、根、体質が癒されなければなりません。 

1) 神の国 

(1) 家庭   (2) 学業   (3) 事業 

2) 解放 

(1) 奴隷から  (2) 荒野の根性から  (3) 捕虜から   

(4) 属国から  (5) 散らされたことから完全解放 

3) 答えが届いています。 

(1) 備え    (2) 待つ  (3) 挑戦 

3．無能が解決されるべきです。 

1) 使2：１－47 五旬節の日、炎のような風のような働きが臨まれ、無能

が解決しはじめる。 

2) 使12：1－25 力の働き      3) 使13：1－4 働き 

4) 使19：1－7 御働き        5) Ⅱコリ12：1－10 深い世界 



 

 

1)聖日1部(3月6日)→ 真の成功者ヨセフ (創41：46ー57)    

▲神の子どもとして神様がともにおられることを味わいながら、インマヌエルの目を持って問題を見るようにされて

感謝します。今も絶対主権を持って人間の生死禍福をコントロールされる神様の契約の中に、いつも私がいますよ

うに。今も変わらず成し遂げておられる神様の救いの働きの中で、私が行く場所の救われるべき者を生かしますよ

うに。今もみことばを成就しておられる神様のみわざの中に私がいて、みことば成就の答えを味わいますように。

私の人生と仕事が世界福音化に用いられますように。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(3月6日)→ 変わらないヨセフの使命 (創45：1ー5)  

▲ヨセフが味わったみことばの刻印、みことばの根、みことばの体質に対する幸せな体験の中で、成り立つ祈り、成

り立つ答え、成り立つ伝道の祝福で答えを受けることができて感謝します。私の危機がすべて私を生かす機会にな

り、聖霊が私とともにおられるために、助ける人がまったくいない場所でも、真の伝道運動が起きるようにしてく

ださい。神様が私に与えられた最高の技能を持って、先に霊的サミットになり、技能サミット、文化サミットとし

て最高の宣教をしますように。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)区域教材(3月6日)→ 10課:神様が必要とされること(ピリピ4:10-20) 

▲神様が必要とされることは何か。人間の12の問題、イスラエルの風習をみな捨てて,使徒1:1(キリスト),使徒1:3(神

の国),使徒1:8(ただ聖霊)を握って使徒2:1-47で始めることだ。 

①神様がくださろうとする答えは-唯一性の答えをくださり、現場を生かして、他の人がみなさんを見て、だれなのか

分かるようにさせる祝福だ。 

②神様が必要とされること-私(Iコリント3:16),教会の祝福,光を放ちなさい(キャンプ) 

③聖書を必要に満たす神様(ピリピ人への手紙)- 1章(まことの解答),2章(まことの力),3章(まことの姿勢と希望),4章

(まことの現場と現住所) 

④結論(集中)-使徒1:1-8(私を集中),使徒2:1(教会集中),使徒3:1(現場集中)してみなさい。 

 

4)新しい家族および現場働き人修練会(3月8日)→  

▲1講:生活のいやしと成功-刻印のいやし(マタイ17:1-9,使徒1:3) 

①必ず捨てること(霊的問題が来るから)-心配(不信仰-霊的状態,Iペテロ5:7-8,Ｉヨハネ4:18-19),動機(出発点-創世

記3章,6章,11章),紛争(エペソ4:27,ローマ16:19-20)→ ピリピ4:4-8(喜んで感謝をもって神様に知っていただきな

さい),Iテサロニケ5:16-18(喜びなさい,祈りなさい,感謝しなさい) 

②福音刻印(みことば刻印)- 21の生活(使徒1:1/3/8→ カルバリ山(ヨハネ19:30)/オリーブ山(使徒9:15)/マルコの屋

上の間(エペソ6:18)+天命(Iペテロ1:9)/召命(ガラテヤ2:20)/使命(ピリピ4:13)+当然(エゼキエル3:18-20)/必然(イ

ザヤ7:14)/絶対(イザヤ6:13)+一心(使徒2:1)/全心(使徒2:42)/持続(使徒2:46-47)+ただ(使徒1:1)/唯一性(使徒

1:3)/再創造(使徒1:8)+24(ローマ16:25)/25(ローマ26:26)/永遠(ローマ16:27)+刻印(詩23:1,キリスト-十分)/根(コ

ロサイ2:2-3,キリスト-すべて)/体質(黙示1:1-3,キリスト-完全) 

③新しい刻印開始-たましい/考え/生活,マタイ16:13-20(捨てること-エレミヤ/バプテスマのヨハネ/エリヤ/預言者,

持つこと-キリスト,味わうこと-マタイ16:17-19祝福),使徒1:14(使徒2:1) 

④結論-神様が約束されたこと(使徒2:1-47→ 5つの時刻表,5つの門,5つの力) 

▲2講:霊的いやしと成功-根のいやし 

①序論-キリストの中から出る21の生活を見つければ、神様みことばの流れ,答えの流れ,未来の流れが見える。 

②私の根を変える始まり-ただ神様のみことばでだけ変わるのだ。 

③他の人の根を変える働き-根本の根(創世記3:4-5ニューエイジ,創世記6:4-5フリーメイソン,創世記11:1-8統合宗教),

強大国/都市/学校に入って行って→ これを変える方法が契約で根をおろすことだ。(創世記37:1-11ヨセフ,マルテ

ィン・ルター) 

④世の中の根を変えなさい(流れを変えなさい)-創世記41:38(ヨセフ),モーセの10の奇跡,Ｉサムエル7:1-15(ミツパ運

動),Ｉサムエル17:1-47(ダビデ),カルメル山とドタンの町,ダニエルと三人の青年,エステル,初代教会 

⑤結論-3つの根をおろしなさい(祈りの根,みことばの根,伝道の根) 

▲3講:体質いやし 

①序論-絶対目標(カルバリ山/オリーブ山/マルコの屋上の間)+絶対計画(天命/召命/使命)+絶対使命(当然/必然/絶

対)+絶対献身(一心/全心/持続)+絶対方法(ただ/唯一性/再創造)+絶対時間(24/25/永遠)+絶対答え(刻印/根/体質)  

②神様の絶対の中にある者-神様が願われること(創世記3:15,使徒1:1,3,8),神様が願われる場所(使徒2:1,使徒13:1),

神様が願われる時間(使徒1:14,使徒2:1,使徒11:19),神様がお望みの教会(使徒2:1-4,使徒11:19-30),神様がお望みの

その人(使徒2:10) 

③絶対計画の中の出会い-使徒2:10,使徒18:1-4,使徒18:24-28,Iコリント16:19,ローマ16:3-4 

④ローマ16章の人 -々裏面契約(ニックネーム-秘密決死隊/RT/Holy Mason),ローマ16:19-20,ローマ16:25-27 

⑤結論-新しい刻印,新しい根,新しい体質 

 

5) RTS学長特講(3月9日)→ 現場を生かす伝道者 

▲使徒1:1,3,8→ 21の伝道者の生活を持って味わう方法→ 刻印(福音聖句),根(聖書全体の流れ),体質(みことば実践) 

①新しい刻印-違ったこと,他のもの,世の中のことを捨てて→ ただ契約刻印 

②新しい根-サタンの根をキリスト,みことばの根に変えて流れを変えなさい。 

③新しい体質-神様の絶対の中にある私(神様が願われる場所,仕事,時間,教会,出会い),神様の結論の中にある私(使徒

1:8),神様の時刻表の中にある私(使徒11:19,使徒13:1) 

④結論-ヘブル13:8キリストは昨日も今日も永遠に同じだ(ローマ16章の人 )々 

 

6)産業宣教(3月12日)→ 一心全心持続の目標(9)-シニア産業人(創世記14;14-20) 

▲健康,祈り,伝道の奥義を持っていれば、シニアの方々が伝道するのにとても役に立つだろう。みなさんがしなけれ

ばならないことがとても多い。 

①長寿(高齢化)時代-先進国,日本でシニアがどのように活動しているのか、そして、未来時代を見るとき、みなさん

が主役になるほどシニア時代がくる。 

②聖書の証拠-創世記6:14-20(ノアが箱舟を作った時は、若い時ではない),創世記14:14-20(アブラハム),創世記22:1-

20(イサク),創世記32:23-32(ヤコブ),出18:1-21(イテロ),申6:4-9(モーセ),Ｉサムエル7:1-15(サムエル),I歴代

29:10-14(ダビデ),Ｉ列王19:1-21(エリヤ),Ⅱ列王6:8-24(エリシャ),ルカ2:36-40 (アンナ),ローマ16:23(ガイオ) 

③シニアの伝道戦略-先進国型準備,シルバーヒーリング,子どもレムナント教育(隔代教育（隔世教育)） 

④結論(アブラハムがしたこと)-創世記13:18(祭壇を築いた),ダニエル14:14-20(弟子318人),創世記22:1-20(次世代) 

 

7)伝道学(3月12日)→ 一心全心持続の目標(9)-カルバリ山の事件のフォーラム 

▲カルバリ山の契約(預言された事件,最高の事件,永遠な解答)→ 最後のみことば,問題解決の契約,私の問題終わり! 

 

8)核心訓練(3月12日)→ 一心全心持続の目標(9)-カルバリ山の実際体験 

▲過越祭(人間は災い,地獄の背景,サタンの勢力から抜け出せない。これをなくすためにイエス様をまことの祭司、ま

ことの預言者,まことの王として送られた。これが本当に信じられる日、すべての問題解決!),五旬節(聖霊で働き),

収穫祭(天国の背景) 

①旧約時代(預言,影だけ信じたのに救われた)-創世記3:15,創世記6:14,出3:18,イザヤ7:14 

②新約時代(実体を見た人たち)-マタイ16:13-20,マタイ17:1-9,マタイ28:16-20 

③カルバリ山の契約を体験した人 -々ともに(マタイ28:16-20),使徒1:1-8確認,使徒1:14,使徒2:1-4,使徒2:6-11,使徒

2:14-21,使徒2:41-42→ この体験から先にしなさい。 

④結論-常に今日の意味を見つけなさい。みことば(答え),3つの今日確認,神様が願われる作品を作る。神様が与えら

れる力を得なさい。 

 

9)区域教材(3月13日)→ 11課:隠されたいやしの現場ミッションホーム(Ⅱコリント12:1-10) 

週間メッセージの流れ(2016.3.6.-2016.3.12.) 


