
2016年5月8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) 

聖日１部：ヒゼキヤ王の生涯 (Ⅱ列18：1－7) 聖日２部：ヨシヤ王の生涯 (Ⅱ列22：1－7) ＊伝道者の生活21種類の祈り＊ ＊伝道者の生活21種類の祈り＊ 

＊序論 

▲子どもの日に、一番よくしなければならないことは何か。子どもたち

に根本的な基準、神様の基準を植え付けなさい。それで聖書にはレ

ムナントが幼いときに、会堂に送って、幼いときに成人式をした。聖書

を見れば、レムナントをサミットとしてみな育てた。まことのことを見つ

けることが神様が願われる子どもの日だ。 

▲今日、父母の日だが、大人たちは何を残して行くのか。たしかに一度

は死ぬ。聖書に成功した王は、ダビデ、ヒゼキヤ、ヨシヤ王しかない

が、彼らが残したのが何か。この三人の王の共通点は、次世代のた

めに、次世代が見ることができる神殿文化を残した。 

▲今日、みなさんが何を残して行くかが、とても重要だ。ダビデ、ヒゼキ

ヤ、初代教会に伝えられた祝福がみなさんに伝えられることを望む。 

 

1.ヒゼキヤ王は何をしたのか(Ⅱ列王18:1-5) 

1)王になるやいなや、アッシリヤに貢物をやめて、イスラエルにあるア

ッシリヤの偶像をみななくしてしまった。 

2)すると、アッシリヤが18万 5千人の兵士を率いてせめてきた。 

3)ヒゼキヤ王が神殿の壁の金まではがして与えた。(Ⅱ列王18:15-16) 

それでもだめだから、エジプトに援軍を要請した。ところが、解決でき

なかった。 

4)このとき、ヒゼキヤ王が決断を下した。アッシリヤ王が送った戦争の

宣戦布告文を持って、神殿に入って、神様の前に祈り始めた。みなさ

んがこの力を回復することがはじまりで、神様の目標だ。霊的な力が

何かを初めて体験した。(Ⅱ列王19:35)神様が私たちとともにおられる

本物のことを回復しなさいということだ。 

 

2.ヒゼキヤ王が病気(個人問題)になったとき 

1)Ⅱ列王20:1,イザヤが神様が召されると預言した。そのとき、ヒゼキヤ

王はみことばの前に立った。 

2)神様の前に立った(Ⅱ列王20:2) 

3)Ⅱ列王20;4-5,大きい病気に勝ち抜く力をヒゼキヤが神様の前で得た。 

 

3.ヒゼキヤ王が最も重要なことを残した(Ⅱ列王29-31章) 

1)神殿回復-神殿が荒れ果てたが、それを浄化した。(Ⅱ列王29:3) 

2)礼拝回復-祭司とレビ人をみな集めた。(Ⅱ列王29:4) 

3)聖所を回復して宗教を改革した。(Ⅱ列王29:6-7)教会を回復するのが

最も重要な使命だ。 

 

4.結論-ヒゼキヤの失敗(Ⅱ列王20:1-20) 

▲アッシリヤに勝って、病気がいやされたとき、他の国から来た人々に

神様がしたことを自慢したのではなく、宝物と倉庫を全部見せたの

だ。それで、結局、バビロンにみな奪われるようになったのだ。それ

ゆえ、私たちは毎日のように創世記3:15,創世記6:14,創世記12:1-3契約

を握らなければならない。 

▲みなさんは3つを握りなさい。神様がくださる霊的な力、神様がくださ

るみことばの力、神様が与えられるまことの霊的文化、信仰の足跡を

残すのだ。 

＊序論-暗やみの勢力が何かを分からなければならない。 

▲イスラエルの王の中で三人が、偶像を防いで、神殿を作って、霊的祝福

を受けた人が、ダビデ、ヒゼキヤ、ヨシヤ王だ。今日、この祈りを握って

本当に答えを受けることを希望する。 

1)アブラハムが単に答えを受けたのではなく、バベルの塔を見て、バベ

ルの塔が崩れたのを見た。神様がここを離れなさいと言われたのだ。

バベルの塔が創世記3章から始まったことなのに、ここを離れろという

ことだ。それで創世記12:3、わたしがあなたに示す地に行きなさい。あ

なたによって、すべての国々が祝福されるようになる。 

2)ピラミッドがすばらしい偶像だったが、ヨセフとモーセがこれを分かっ

た。それゆえ、神様がヨセフとモーセを用いられるしかなかったのだ。 

3)ダゴン神殿(ペリシテ)偶像時代に、契約の箱を迎える神殿に対する話を

サムエルからダビデが聞いた。 

4)バアルとアシェラ偶像時代に、エリヤ、エリシャが悟って反対したのだ。 

▲祈りなさい。この地域に霊的な暗やみ文化を防げる神殿を私たちに与

えて下さい!神様は本当に祈る人に答えられる。このとき、ダビデ、ヒゼ

キヤ、ヨシヤ王が出てきたのだ。 

▲ヨシヤ王は知っていた。私たちが福音運動をする理由は- 

 

1.家系の災いを防ぐのだ。 

1)Ⅱ列王13:1,ヨシヤが生まれる前に契約を握った。 

2)Ⅱ列王22:1,父が殺された。大きい事故がおきたのに揺れないで神様の

契約を見つけ出した。 

3)8歳で王になって,31年間ユダを統治した。 

 

2.次世代を生かす国家の災いを防ぐことだ。(神殿回復) 

1)ダビデが作った神殿に行っ、神殿を修理した。(Ⅱ列王22:3-9) 

2)神殿を修理して、申命記を発見した。(Ⅱ列王22:3-14) 

3)そして、過越の祭りをした。(Ⅱ歴代34:29-35:19)羊の血を塗った日、出て

きたのだ。キリストの贖いの血を象徴するのだ。 

 

3.時代の災いを防ごうとするのだ。 

1)アシェラ偶像を全部除去した。(Ⅱ列王23:7) 

2)モレク偶像を除去した。(Ⅱ列王23:10) 

3)父がたてた偶像を除去した。(Ⅱ列王23:12) 

▲福音の奥義(マルコ10:45,Ｉヨハネ3:8,ヨハネ14:6)を味わったのだ。 

 

4.結論-それではどんな結論が出てくるのか 

1)契約を悟った人1人によっても現場の災いを防ぐことができる。 

2)次世代の災いを防ぐことができる。 

3)時代の災いを防ぐことができる。 

▲今日からこの契約を握って祈りなさい。本当に福音を悟った人がこの地

域に神殿を作って、偶像を防がなければならないといえば、神様はす

べての答えをくださって産業の門をあけられるだろう。神様、私がまこ

との福音を味わう証人になるようにして下さい!私たちが正しい福音を伝

える神殿を作るようにして下さい!本当の答えは、みことばについて行く

ときに神様が働かれるのだ。私たちはみことばついて行くのに、私たち

の生活は神様のみことば成就の中に入っているのだ。 

□ 絶対目標－カルバルの丘、オリーブ山、マルコの屋上の間 

①カルバリの丘-イエス・キリストの十字架の死と復活を通して、私の

すべての災いとサタンの権威、地獄の背景が終わったことを信じま

す。捨てることを捨てるようにして、神様がくださった身分と権威を握

って味わいながら、キリストで十分、完全、すべてであるようにして

ください! 

②オリーブ山-私が行くすべての所に神の国が臨み、個人、教会、世

界の災いを防ぐ私のミッション、教会のミッション、時代のミッション

を見つけて、挑戦することができますように! 

③マルコの屋上の間-マルコの屋上の間で与えられた聖霊の力と、た

だ、唯一性、再創造の答えを持って、12の人生問題を解決する世界

福音化の証人として立たせてください! 

 

□絶対計画－天命、召命、使命 

①天命-災いと滅亡をもたらす12の人生問題を解決する、ただ福音を

回復して、いのちと全てをささげてもかまわない福音の価値を味わ

いながら、福音を伝えることができますように! 

②召命-神様のみことばが成就して、神の国が臨む、その場、その時

間、その事件の中に私の生活と職業が用いられますように! 

③使命-ただキリストの中にある結論と結果を握って、ただ福音運動を

通して、個人、国家、時代の未来の災いを防ぐ証人になりますよう

に! 

 

□絶対使命－当然、必然、絶対 

①当然-キリストではなくては災い、サタン、地獄の背景に勝つことが

できないことを知って、当然キリストを味わいながら、神様が当然希

望されることをすることができますように! 

②必然-福音の流れ、みことばの流れ、答えの流れの中で、その人、

その現場に神様が必ず必要とされることを見て、献身することがで

きますように! 

③絶対-問題がくるしかない絶対的な理由と、神様が願われる絶対的

な計画を知って、人と世の中を生かす、ただ聖霊の証人なりますよ

うに! 

 

□絶対献身- 一心、全心、持続 

①一心-ただキリストで十分で、ただキリストの完全さとキリストの中に

すべてがあることを一心に味わう信仰の証人になりますように! 

②全心-神の国が臨む祝福の中に私のいのちと私のすべてをささげ

てもかまわないほどの価値を発見して、ただ伝道にオールインする

生活を送れますように! 

③持続-どんなものも防止できない神様の働きの中で、神様が準備さ

れた結論と、迫ってくる結果を知って、今日、最高の霊的祝福を味わ

いながら、持続することができますように! 

 

□絶対方法－ただ、唯一性、再創造 

①ただ-滅びと災いの理由をたしかに知って、キリストの唯一性を味わ

う最高の答えの証人になりますように! 

②唯一性-私の生活が、他の人が見ることができないこと、他の人がで

きないこと、他の人が行けない所に用いられる唯一性の答えの証人

になりますように! 

③再創造-ただキリストの証人として、暗やみ文化を福音文化に、暗や

み経済を光の経済に変える、まことの成功者の祝福が私のことになりま

すように! 

 

□絶対時間－24時、25時、永遠 

①24時-私の一生に24時インマヌエルを味わいながら、神様が私にくだ

さった裏面契約を常に思ってオールインしますように! 

②25時-私のすべての生活と職業、事件と問題の中に、人が防止できな

い天の世界の力と知恵を味わう証人なりますように! 

③永遠-私の人生の旅程を通して、永遠にあかしされる救いと伝道の祝

福、いのちと弟子の答え、次世代のための信仰の足跡を残すことが

できますように! 

 

□絶対答え－刻印、根、体質 

①刻印-違ったことでなく正しいこと、ほかのものでなくただ、世の中の

ことでない神様の約束で刻印されるようにしてくださり、ガラテヤ2章

20節の新しい生活をはじめさせてください! 

②根-伝道者の生活21種類に対する私のみことばが根をおろして、毎日

最高の霊的状態と霊的祝福を味わいながら、神様が願われる実を結

ぶことができますように! 

③体質-私の人生が神様が願われる人として、神様が必要とされる場所

で、神様が必要とされる時間に用いられる福音、祈り、伝道体質にな

りますように! 

 

区域教材19課：重職者伝道の道を成す地教会(ロマ16：1−2) 

 

ケンクレヤにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベを、あなた

がたに推薦します。（1節) 

序論 /  

地教会の先頭に立って行うべき急務な事があります。すべての思い煩

いを捨てる刻印運動、カルバリの丘（ヨハ19：30)運動と神の国のミッショ

ンを持って根を変えるオリーブの山運動（使徒1：3)と、祈りの力で体質を

変えるマルコの屋上の間の運動（使1：8)です。 

 

本論 / 

1．預言されたキリストによって刻印を変えます。 

1) 創12：1-4 アブラハム      2) 創22：1-20 イサク 

3) 創32：28 ヤコブ          4) 創37：1-11 ヨセフ 

2．危機、災い、戦争、暗やみ問題を解決するキリストによって根を変え

ます。 

1) イテロ      2) ヨシュア、カレブ   3) ラハブ    

4) オバデヤ    5) ダニエルと三人の青年   

6) エステル    7) ネヘミヤ －上級公務員 

3．成就されたキリストによって体質を変えます。 

1) ルカ - 伝達者   2) ピレモン － 後見人 

3) フィべ － 助ける人 

4．福音がますます消えて行く時代を福音時代に回復させる、信仰の足

跡を残します。 

  



 

 

 

1)聖日1部(5月1日)→ 小羊を飼いなさい (ヨハ21：15ー18)      

▲神様がもっとも重要だと思われる契約の奥義を、幼い子どもとレムナントたちに刻印、根、体質化させる恵みと信

仰を与えられて感謝します。創世記3章、6章、11章の奥義を知って、契約の基準としてすべてを見ることができる

ように、私の基準を変えますように。幼い時にイスラエルの成人式を超える専門性を教えて、レムナントたちがキ

ブツを超えるサミットとして立てられるように、契約を伝えますように。今日、最高の癒し、最高の勝利の日にな

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。 

 

2)聖日2部(5月1日)→  三つの契約の祝福 (使1：1ー8)  

▲復活されたイエス様が教えてくださった三つの契約を握って、絶対目標、絶対使命、絶対献身を成し遂げる祝福の

証人とされて感謝します。王の王、真の祭司、真の預言者となられたキリスト・イエスの中に約束された救いの祝

福を味わう証人となりますように。行く場所ごとに暗やみが離れる助け主聖霊のみわざを味わいながら、神の国が

臨まれますように。ただ聖霊の満たしによって世界福音化を味わいますように。三つの契約で刻印、根、体質にな

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)区域教材(5月1日)→ 18課:システムを見ることができる地教会(使徒6:1-7) 

▲先に理解しなければならないこと-神様の目標(ヨハネ3:16,救い)+福音理解(答えがきていやしとなる)+伝道理解(全

てのことをみな悟るようになる)→ そうすれば重要な答えがくる。 

①使徒1:1-8,ミッション-私が必ずすべきことが出てくる。 

②使徒2:1-47,神様が力をくださって、時刻表を分かるようにさせて、門を開けてくださる。 

③使徒3:1-12,伝道方法の中の方法がいやしだ。肉体の病気、心の病気、霊的な病気になった人をいやすのだ。 

④使徒6:1-7,このとき、神様がみなさんを(重職者)呼ばれたのだ。聖霊に満たされた者+信仰に満たされた者+知恵に

満たされた者→ これが重職者が世の中に勝つ方法で、伝道する方法だ。 

⑤結論-このように重職者が起きるから、全地域にみことば運動、迫害する者が悔い改めて、大きい復興が起きた。 

 

4)アメリカ東部(ニューヨーク)伝道集会(5月3日-4日)→  

▲1講:3つの時間 

①カルバリの丘の時間(使徒1:1,ヨハネ19:30,マタイ28:16-20,考えと基準を変えなさい)-天と地の権威を持って世の

中を動かす時間→ 刻印されたことを変えなさい(定刻祈り) 

②オリーブ山の時間(使徒1:3,神の国を味わう時間)→ 根を変えなさい(常時祈り) 

③マルコの屋上の間の時間(使徒1:8,体験)-体質を変えなさい(深い祈り) 

④結論-まことの教会復興、まことの現場復興、まことの産業の復興が起きる。 

▲2講:3つのいやし(使徒1:8) 

①序論-サタンがどこを攻撃するのか(創世記3:4-5,創世記6:4-5,創世記11:1-8,使徒13章,使徒16章,使徒19章,未信者6

つの状態を持って次世代を倒す) 

②根本のいやし(教会のいやし)からしなさい-本格的な伝道運動,本格的な福音運動 

③世の中のいやし(現場のいやし)-使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒13:1-12,使徒16:16-18,使徒19:8-20→ みことば集中,

キリストで集中してみなさい 

④時代のいやし(霊的いやし)-ローマ16章(裏面契約),ローマ16:17-20,私の身分/権威(私の伝道) 

⑤結論- 21種類の生活(刻印-使徒1:1/キリスト,根-使徒1:3/神の国,体質-使徒1:8/ただ聖霊/ただ証人) 

▲3講:3つの流れ(ヘブル11:38) 

①現場と産業に流れる災いの流れを防ぎなさい。(ヘブル11:38) 

②宗教の災いの流れを防ぎなさい-使徒2:1-47,使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒13:1-12,使徒19:8-20 

③文化の流れを防ぎなさい-いやし本格化(個人のいやし,教会のいやし,現場のいやし),レムナント文化を本格化しな

さい。 

④3団体を生かす準備をしなさい。それで文化の流れを変えなさい。  

⑤結論-戦わないで勝利,競争せずに成功,霊的サミット/技能サミット/文化サミットで! 

 

5)区域教材(5月8日)→ 19課:重職者伝道の道を成し遂げる地教会(ローマ16:1-2) 

 

週間メッセージの流れ((2016.5.1.-2016.5.7.) 

＊福音名門の家柄を成し遂げる家庭祈祷文＊ 

 

生きておられる父なる神様。この時間、イエス・キリストの契約を握って祈るようにさせてくださることを感謝

します。イエス・キリストは、私の人生のすべての問題の解答で、私の人生の主人であることを信じます。 

今、この時間に祈る私に、主の聖霊で満たして働いてください。 

 

・今日も、すべての家族と知り合いに、イエス・キリストで満たされる恵みを与えてください。私たちの家庭が

まず、すべての家族の前に、福音、祈り、伝道のモデルとして祝福の証人になりますように。血縁的な関係を

越えて、霊的な祝福を分かちあうようにしてくださることを感謝します。 

 

・親の信仰を通して、家系のすべての霊的問題が解決される祭司的な使命を果たせるようにしてくださり、すべ

ての家系と次世代にまで、福音の祝福が伝えられる預言者的使命を味わわせてくださり、家庭と家系のすべて

の暗やみ文化を福音文化に変える王的使命を果たす証人として立つことができますように。そして、生活の中

で、子どもたちとみことばと祈りが通じて、まことの幸せを分かちあいながら霊的疎通ができる賢い親になる

ことができますように。 

 

・家族と家系のすべての子どもが親、指導者、伝道者と通じる弟子として立つことができますように。子どもは

主の賜物で、報いで、未来であることを告白します。家庭教育を通して契約が刻印されて、神様を知る信仰、

神様の力を信じる信仰、神様の力を体験する信仰を持って、伝道者のモデルとして、切り株として霊的な頂上

に立つことができますように。私たちの子どもが、親に従順にして敬って、主の中にある喜びとまことの成功

を味わいながら、みことば成就の証人となって、親と家系の喜び、教会の誇り、伝道者の自尊心になりますよ

うに。 

 

・私たちの家庭がキリストだけを高めて自慢する福音の名門の家系になりますように。家庭は神様がくださった

最高祝福のくつろぎの場所であることを告白します。家庭を通して契約的祝福が子どもと家系に伝えられて、

家族と神様のみことばを分かちあい、聖日礼拝の祝福を味わいながら、毎日毎日どのように神様のみことばが

私に答えられて成就したのかを確認する出会いが起きますように。家族間の愛のなかで情緒が安定して、親の

生活を通して子どもたちにまことの成功の土台が準備されますように。 

 

・家系に相続される霊的問題が、イエス・キリストを通して解決されたことを信じ、世界福音化に対するビジョ

ンを持って伝道と宣教、弟子と未来の主人公である次世代をたてるモデル的な家庭になりますように。ただイ

エス・キリストによって、人生の解答と結論を下して、一心、全心、持続でみことばと祈りと伝道の祝福を味

わい、天命目標を成し遂げる伝道者の生活を送らせてください。 

 

これらすべてのことをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 

「これは、彼らと結ぶわたしの契約である」と主は仰せられる。「あなたの上にあるわたしの霊、わたしがあな

たの口に置いたわたしのことばは、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、すえのすえの口からも、今よ

りとこしえに離れない」と主は仰せられる。 (イザヤ59:21) 


