
2016年11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 (43)－ カウンセリン

グ癒し専門家礼拝 －必ずしなければならない三つ」(ヨハ19：30) 

聖日１部：私はだれなのか (ガラ2：20) 聖日２部：献身以前、献身の時間、献身以降 (使19：8－20) 伝道学：伝道者の生活の一心、全心、持続の目標 (43)「真の伝道者の

小さな献身(使8：4－8) 

 

1．｢落とし穴｣に落ちた人  々

1) 創3：4－5  

2) 創6：4－5 

3) 創11：1－8 

 

2．｢枠｣に閉じ込められた人  々

1) 使13：1－12  

2) 使16：16－18 

3) 使19：8－20 

 

3．｢ワナ｣に引っかかった人  々

1) ヨハ8：44    2) 出20：1－5    3) マタ11：28 

4) 使8：4－8    5) ルカ16：19－31    6) マタ27：25 

      

 

 

 

 

 

 

 

核心：RUTC時代の一心、全心、持続の目標 (43)「召命の時間」(ヨハ15：

16) 

 

 

1．内的召命 

1) エペ2：8－10 

2) ヨハ15：16 

3) ロマ10：9－10 

4) ヨハ1：12 

5) Ⅰコリ12：3 

 

2．外的召命 

1) 7人のRemnant 

2) バビロンの人  々

3) カルバリの丘、オリーブの山、マルコの屋上の間 

 

3．その時刻表の中にいる人  々

1) 使1：14    2) 使2：1    3) 使3：1 

4) 使6：7     5) 使8：26、29、39    6) 使9：10、15 

7) 使11：19   8) 使13：1   9) 使16：6－10  

10) 使19：21、使23：11、使27：24 

＊序論 

▲なぜこの地には苦しみがずっと起きて、人はなぜ苦しみが続けてある

のか。ローマ3:10,ローマ3:23義人はいないひとりもいない。神様を離れ

た罪を言う。ローマ6:23罪からの報酬は死だ。だから死の苦しみがずっ

とくるしかない。人間が神様を離れて、サタンにだまされて滅びに至る

ようになる。ローマ5:8私たちがまだ罪人であったときに、神様がキリス

トを釘づけられることによって、私たちに向かった神様の愛をあきらか

にされた。ヨハネ5:24信じる者は永遠のいのちを受けて、さばかれるこ

となく、死からいのちに移っているのだ。ヨハネ1;12,受け入れた人々、

すなわち、その名を信じた人々には神の子どもとされる特権を与えら

れた。 

▲教会に通う人の中で未信者のように困難を受ける人が多い。なぜそう

なのか。救われた者に与えられる祝福をのがしたためだ。みなさんは

神の子どもになったのだ。Iペテロ5:7-8,あなたたちの思い煩いを主に

任せなさい。あなたたちの敵である悪魔は、ほえたけるししのように、

食い尽くす者を探し回っている。揺れる信徒を探し回っている。それゆ

え、みなさんは確実な契約を握りなさい。何を握らなければならないの

か。今日ガラテヤ2:20節だ。 

1.キリストともに-キリストの意味と祝福を分からなければならない。そう

すれば、みわざが始まる。 

1)キリスト-サタンの勢力を打ち砕いたまことの王 

2)キリスト-家系の災い、呪いを防いだまことの祭司 

3)キリスト-神の子どもになるまことの祝福の道を開いたまことの預言者 

▲神様が完ぺきな答え(キリスト)を私たちにくださったのだ。どんな答え

が来るのか。モーセが受けた答え(創世記3:15,創世記6:14,創世記12:1-3,

出3:18),奴隷から解放。イザヤ7:14,捕虜から解放。マタイ16:16告白以後

にわたしの岩の上にわたしの教会を建てる。ハデスの権威があなたに

勝つことができない。わたしが天国の鍵をあなたに与える。この答え

がくる。 

 

2.十字架につけられたので-過去の私は解決 

▲私の運命はなくなった。12の運命から解放されたのだ。サタンの戦略

のはじまり-創世記3:4-5,創世記6:4-5,創世記11:1-8。それゆえ、霊媒師

に捕われて、目に見えなく私の主人が神様ではなくてサタンになる(使

徒13章,16章,19章)。だから個人に問題がくるようになる。（6種類)ここか

ら完全に終わらせてしまったのだ。私はキリストとともに十字架につけ

られた!12に陥ったサタンのすべての呪いを終わらせた。 

 

3.私の中にキリストが生きておられる 

1)マタイ28:16-20,世の終わりまで、いつも私とともにおられる。 

2)マルコ16:15-20,御座におられる主が、みことばに従って行くとき、そこに

力で、いやしで働かれると約束 

3)使徒1:8,ただ聖霊があなたがたの上に臨めば力を受けるようになる。 

 

4.結論-こういう祝福がくるだろう。 

▲Iペテロ2:9,あなたがたは王である祭司、聖なる国民、神様が選ばれた

種族、あなたがたの光をあの暗やみに現わすように呼ばれた。 

1)家系生かす宣教師だ。 

2)現場を生かすキリストの大使 

3)次世代を生かす霊的兵士だ。 

▲常に記憶しなさい。暗い世の中にキリストの光を照らす霊的兵士として

召された。 

＊序論 

▲ヨハネ8:44,救われなければ、その人の主人はサタンだ。事実は、お

そろしいことなのだ。このようにして、ずっとほろびるようにだます

のだ。それでこれを防ぐのが伝道だ。どのようにだますのか。 

1)だます方法12種類 

(1)はじまり-食べるもの(創世記3:4-5,善悪の知識の木の実事件),経済

(創世記6:4-5,ネフィリム),成功(創世記11:1-8,バベルの塔)→祝福？こ

れが「落とし穴」だ。 

(2)過程-過程は途方もない文化のように見える。使徒13章(霊媒-総

督),16章(悪霊につかれた女-町全体掌握),19章(アルテミス神像-雰囲

気掌握)これが霊媒師を利用してすることだ→ 文化？そうしなが

ら、完全に滅亡の枠に閉じこめてしまった。 

(3)結果-完全に滅亡させるのだ。結果はどこにも話せない秘密だ→ 

完全に滅亡させる。わなにかかったのだ。(ヨハネ8:44主人、出20:1-

5苦闘、精神の病気、肉体の病気(使徒8:4-8),私の背景が地獄、それ

では未来はどうなるのか 

▲ローマ3:10,ローマ3:23,ローマ6:23→ ローマ5:8、ヨハネ5:24、ヨハネ

1:12,黙示3:20 

▲それなら今からこの祝福をどのように味わうのか。 

1.献身以前に何をしなければならないのか 

1)使2:1-13の力から得なさい。 

2)使6:1-7,エルサレム全域にみことば運動が起きた。 

3)使13:1-13驚くことが起きた。 

4)使16:6-10門が閉められたとき、マケドニヤに来なさい。 

5)使19:1-7,マルコの屋上の間に起きた全く同じことが起きた。 

▲今でもこの働きは起きている。霊的な力を先に得なさい。神様の前

に立ちなさい。 

2.献身の時間にどんなことが起きるのか 

1)3ケ月の間 

2)2年の間 

3)神の国を 

▲みなさんが献身するとき、宣教を置いて集中するとき、このようなこ

とが行われる。 

3.献身以後にはどんな答えが来るのか 

1)献身以後に門が開く。(使徒19:21,ローマも見なければならない) 

2)使23:11,大胆でありなさい。ローマでもあかししなければならない 

3)使27:24,パウロ、恐れてはならない。カイザルの前に立たなけれ

ばならない。 

4.結論 

1)創世記13:18,アブラハムが祭壇を築いたが、どんなことが行われ

たのか 

2)レムナント7人にどんなことが起きたのか。ヨセフが契約を握って

祈ったとき、神様はエジプトの総理の座を準備しておかれた。 

3)初代教会がこれを置いて祈ったとき、どんなことが行われたの

か 

▲みなさんが明日から何をするのか 

1)黙想祈り-少しだけみことばを黙想する祈りをしてみなさい。 

2)暗唱祈り-病気になっているとすれば、みことば暗唱しながら祈

ってみなさい。 

3)全文書き出し祈り-私は完全に問題がきたとすれば、みことばを

全文書き出しながら祈ってみなさい。 

1．見えないこと  

1) 三つの根本  2) 三つのもがき  3) 六つの運命 

 

2．小さなこと 

1) 私がいる場所  2) 私が属した教会  3) 出会う人  々

 

3．人々が嫌うこと   

1) 使3：1－12    2) 使8：4－8    3) 使13：1－12 

4) 使16：16－18   5) 使19：8－20   

 

区域教材46課：伝道者のおきて(使17：1－4) 

 

パウロはいつもしているように、会堂にはいって行って、三つの安息日にわ

たり、聖書に基づいて彼らと論じた。(2節) 

 

序論 / 成功者の生活は異なります。 

1．生活はユダヤ人から学び、福音は初代教会から学びなさい。 

2．政治や学問はローマから学び、自分の生活は田舎者のように生きなさい。 

3．情報は都会から学び、潜在力は海から学びなさい。 

4．生活の方向は成功者から学び、姿勢は小身者から学びなさい。 

5．すべての人は私の師匠である。すべての事件は答えである。すべての現

場は宣教地である。 

＊ 成功者と失敗者の差はスケージュールの差、おきての差です。 

 

本論 / 

1．イエス様のおきて (マコ3：13－15) 

1) 少数選別 － 群れではなく、選択と召し 

2) 同居 (ともに) － 指示ではなく、ともに 

3) モデル (模範) － 講義ではなく、模範とモデル 

4) 従順 (十字架) － 多くの望みを与えるのではなく、重要な弟子に死ぬこと

を要求 

5) 委任 (代任) － 重要なことは弟子に委ねることを見せる 

6) 分与 (聖霊) － 聖霊によって自ら起き上がるように個人化 

7) 点検と再生産 － 未来に備えて弟子の準備と派遣 

 

2．ペテロのおきて (使3：1) 

1) 絶対的時刻表 (使2：1、14－36) 

2) 絶対的弟子 (使4：12) 

3) 絶対的現場 (使3：1－12) 

 

3．パウロのおきて (使17：2) 

1) どの地域に行っても文化の流れを見て変えた (使13、16、19章) 

2) その地域に専門家システムを立てた 

3) その地域に持続するシステム(働き人、弟子、場所)を必ず立ててから出た 

＊ 使19：8 (三か月の間)、19：10 (二年の間)、20：31 (三年の間)、28：30－31(満

二年の間) 

 

結論 / 私の伝道マニュアルを持ちなさい。 

1．現場の流れ －古いこと、急務のこと、重要なこと、絶対的なことを見なさい 

2．現場の分析 － 経済水準(重要産業)、地域文化(影響の中心)、宗教 

3．私の伝道スケージュールを持ちなさい 

1) 三つの今日の祝福 → 今日のみことば、祈り、伝道 

  ・ 出会い(資料の準備)、伝達(必要なみことば)、伝道(問題－答え)、個人(私

の伝道方向) 

2) 私の身分、職分、職業 → 300人に伝達、300人受け入れ、300人を導くこと 

3) 私の伝道の結論 → いのち、弟子、システム (ロマ16章) 



 

 

1)聖日1部(11月6日)→  世界を生かす神様の方法（使9：1ー11） 

▲だれも止めることができない完全な福音を持って、みことばを聞くとき、職分を受けるときや時代の現実を見なが

ら、私に向けられた神様の声を聞いて天命を見るようにしてください。神様の第一関心である福音伝播、その中に

私がいて、福音のための人生になりますように。神様の第一の答えである真の伝道者を助けるその答えの中に私が

いて、真の伝道者たちが現れますように。教会と次世代を崩すサタンの最後の目標を崩して、福音の前にひざまず

いて、世界教会の危機を止めますように。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(11月6日)→ まずしなければならないこと三つ （マタ6：32ー33） 

▲人間を不幸にさせる12の人生問題を、真の預言者、真の祭司、真の王となったキリストを通して十字架で解決され、

地の果てにまで証人とされて感謝します。誤った祝福が何かを知って、肉体の争いではなく、兄弟と仲直りして、

礼拝に成功する者になりますように。神様の前で正しく祈り、神の国とその義とをまず第一に求める祈りの勝利者

になりますように。サタンがもたらした落とし穴、枠、ワナから逃れて、毎日キリストを味わって教会生活に勝利

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(11月6日)→ 45課:伝道者の目と3つの漁場(ローマ16;25-27) 

▲重職者は、神様が3つの漁場を備えておかれたということを知って祈らなければならない。刻印されたことから答え

がくる。(使徒1:1,キリスト)根を下ろしたことで実がくる(使徒1:3,神の国)体質のとおり次世代と最後を作り出す。

(使徒1:8,ただ聖霊)これで刻印、根、体質を変えてあげなさい。 

①黄金漁場-隠れた問題を(12の問題)持った人々がいる。この人たちを救い出す答えがキリスト,神の国,ただ聖霊だ。 

②死角地帯-すでに12の問題が個人問題に変わってしまった。それで、はやく刻印,根,体質を変えてあげなければなら

ない 

③災い地帯-すでに全体問題がやってきたのだ。 

④結論-今から一人でも祈りを始めなさい。会ったとき、答えを与えなさい。伝道者がともに、災いを防ぐ運動をしな

ければならない。 

 

4)海外使命者+テキコの集い(11月6日)→ 

▲いつでも流れをよく見て変えてあげなければならない。 

①海外チーム-古くからのものをひっくり返してあげなさい。それゆえ、使徒1:8の力が必要だ。 

②テキコチーム-教会の中に本当に隠れたまことの献身者グループが必要だ。(ローマ16章の人 )々 

③教役者チーム-Ⅱテモテ2:1-17,霊的兵士,競技する者,農夫だから教役者は未来の心配をするな。教会と福音のため

にいのちをかけてしなさい。 

④重職者-小さいことから生かしなさい。問題には答えがあって,葛藤は更新しなさいという神様のサインで,危機は機

会だ。 

 

5)いやし使命者大会(11月8日)→ 続く問題－答え(使徒1:8) 

▲サタン-Ⅱコリント4:4-5世の神,ヨハネ8:44だます者,黙示12:1-9古い蛇,Ⅱテサロニケ2:10-12迷わす-光の御使い

(気功,瞑想,超能力,お祓い(祭祀）) 

①どんな方式でだますのか-はじまり(私,唯我独尊,解脱,神がかり-わな/創世記3章/創世記6章/創世記11章),過程(霊

媒-使13章/使16章/使19章,エペソ6:2/Ｉサムエル28;1-10/Iコリント10:20),結果(個人の滅亡-6つ) 

②聖書は何を約束しているのか-ローマ3:10,ローマ3:23,ローマ6:23,ローマ5:8,ヨハネ5:24,ヨハネ1:12,創世記3:15/

創世記6:14/出3:18/イザヤ7:14/マタイ16:16 

③どんな使命を持って行くべきなのか-苦しめられること(霊的サミット,技能サミット,文化サミット),伝道者(ルカ

8:2-3,ヨハネ19:25,ヨハネ20:11-18),使徒16:16-18(いやされて福音運動に貴重な働き)→ 霊媒師のいやし(からだ

状態/心状態-呼吸,黙想-みことば,暗唱祈り,全文書き出し祈り,集中祈り) 

④結論-霊媒師専門神学院を別に作りなさい。この時代に最も必要な伝道者だ。 

 

6)女教役者修練会(11月8日)→ 

▲1講:誤った刻印,根,体質 

①急いですること(根本問題)-指導者の考え(指導者としての資質を持ちなさい)+ピリピ1:9-10(真にすぐれたものを見

分けなさい)+しもべの姿勢を持ちなさい。 

②見せること(証人)-カルバリの丘,オリーブ山,マルコの屋上の間の証人 

③ともにすること(神様の時刻表)-ヨハネ19:30(実際,ミッション,祈り-証人),天命(15種類),新しい刻印/根/体質 

▲2講:信徒の未来を助ける伝道者 

①福音で刻印,根,体質をおろせば重要なことが見える-創世記41:38,創世記45:5,出3:18-20,Ｉサムエル3:19,Ｉサムエ

ル7:13,Ｉサムエル16:13,Ⅱ列王2:9-11,イザヤ7:14,Ⅱテモテ2:1-7,Ⅱテモテ4:1-5 

②神様が私とともにおられるWITH(祈り)-これで刻印,根,体質がおりればすべての問題は全部スペックになる。(レム

ナント7人,ヘブル11章,初代教会) 

③証人になるのだ(伝道)-そうすれば未来が見える。エリート以後,成功以後,世の中変化が見えるのだ。 

④結論-信徒に講壇祈り,黙想祈り,暗唱祈り,全文書き出し祈り,集中祈りを教えなさい。 

 

7)産業宣教(11月12日)→ 一心全心持続の目標(43)- (カウンセリングいし専門家)-3つ必ずすること(ヨハネ19;30) 

▲成功者は霊的問題がさらに多い。3つの団体(私/創世記3:4-5,ネフィリム/創世記6:4-5,バベルの塔/創世記11:1-8)

と仏教と霊媒師のために地球上に問題が来ている。 

①成功-落とし穴(食べること,経済,成功と出世を利用している) 

②文化-落とし穴の枠(総督をコントロールして,地域をコントロールして,大衆を掌握した) 

③隠された私を知らない-わな(6つの状態-私の主人がサタン,もがいたのが偶像崇拝になったのだ。過程-精神,結果-

肉体,背景-地獄,実-次世代に影響) 

▲この3つを(①②③)悟るようにしてあげない以上，ここから抜け出すようにしてあげない以上、どんなカウンセリン

グも,どんなものも役に立たない。福音を持った者だけができるのだ。 

④結論-訪ねて行くカウンセリング+予防(教育)カウンセリング)+指名カウンセリング(有名人を指名して,カウンセリ

ング)+子どもたちカウンセリング+親のカウンセリングが必要だ。 

 

8)伝道学(11月12日)→ 一心全心持続の目標(43)-まことの伝道者の小さい献身(使徒8:4-8) 

▲目に見えない3つの根本(創世記3章,6章,11章),3苦闘(使徒13章,16章,19章),6つの運命に陥った人々を助けるのが伝

道だ。私がいる所に,私が属している教会で,会う人々に12の人生問題をなくしてあげて,タイムにしたがって答えを

与えるのだ。人々が嫌いなことに答えを与えて,正しい教会信徒を育てなさい! 

 

9)核心訓練(11月12日)→ 一心全心持続の目標(43)-召命の時間(ヨハネ15:16)  

▲教会愛を分かることは救いを分かることだ。国を愛することができない人は伝道できない。世界を愛することがで

きない人は宣教ができない。宣教を知らないのだ。聖書で祈りの答えを受けた人々の生活だ。現実を見て召命を悟

って,事実を見れば霊的に貧しくて,真実を見れば福音愛がない。それゆえ出てくる霊的な事実は、日が進むにつれ

ずっと災いが臨む。これを防ごうということだ。 

①内的召命-エペソ2:8-10,ヨハネ15:16,ローマ10:9-10,ヨハネ1:12,Iコリント12:3 

②外的召命-レムナント7人,バビロンの人 ,々カルバリの丘/オリーブ山/マルコの屋上の間の契約が必要 

③その時刻表の中にいる人々-使1:14,使2:1,使3:1,使6:7,使8:26,29,39,使9:10,15,使11:19,使13:1,使16:6-10,使

19:21,使23:11,使27:24 

④結論-福音を愛,国を愛する人通じて奴隷,捕虜,属国から回復 

 

10)区域教材(11月13日)→ 46課:伝道者のおきて(使17:1-4) 

週間メッセージの流れ(2016.11.6.-2016.11.12.) 


