
2017年3月5日  週間メッセージ祈りのカード  “2017年第2 RUTC時代－第2 RUTC運動と私+教会+現場”       (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と第2のRUTC運動 (8)－ RUTCミッション委員会礼拝 

－「先に準備すべきこと」(ロマ16：25－27) 

聖日１部：起きよ。光を放て。 (イザ60：1－3) 聖日２部：国々の民の上に旗を掲げよ。 (イザ62：6－12) 伝道学：伝道者の生活と第2のRUTC運動 (8)「伝道福祉の始まり」

(使9：36－43) 

 

1．疎通 

1) 出エジプト 

(1) 出3：16－18    (2) ヨシ3：1－6    (3) 民14：1－10  

2) 出バビロン  

(1) ダニ1：9 ‘    (2) エス2：10    (3) ハガ2：1－9  

3) 出ローマ (ロマ16：25－27) 

 

2．合宿 (WITH) 

1) 使9：10、15 

2) 使11：25－26 

3) 使13：1－4 

4) 使16：6－10 

5) 使19：5－7  

 

3．連合 (使13：1－4) 

1) 天命 

2) 召命 

3) 使命 

 

 

核心訓練：第2のRUTC運動 (8)「貧しい者伝道 － ホームレスキャンプ」

(使3：1－12) 

 

 

1．ともに － 癒し  

1) マタ8：1－17 

2) 使3：1－12 

3) 使8：4－8 

4) 使9：36－43 

5) 使13：5－12、使16：16－18、使19：8－20 

 

2．区別 － 弟子  

1) 使8：8 

2) 使9：36－43 

3) 使16：16－18 

 

3．選別 － 使命 

1) 使8：26－40 

2) 使4：1－12 

3) 使16：19－40 

＊序論 
▲いつかは一度はくるようになる。私がなぜこうするのだろうか。私がど
のようにしてこのようになったのだろうか。そのような時がくる。なぜな
ら、人間は霊的問題にすでに陥っているためだ。今日、イスラエルがそ
うだった。90%の信徒がくやしく答えを受けることができなくてさ迷ってい
る。神様はすべての人間を滅亡の中で置かれず、3つのことを与えよう
とされるのだ。 

1)まことの信仰を与えようとされるのだ。福音ではなくては、原罪が解決
できない。キリストで答えを出なければ必ずサタンが攻撃するようにな
っている。 

2)まことの信仰生活-起きて光を放ちなさい。 
3)まことの答え-多くの人が光に集まってくるだろう。 
▲みなさんが今日答えを受けるために- 
 
1.捨てること-サタンがもたらす答えと問題から抜け出しなさい。 
1)イスラエル民族がどのように祈ったのか。私たちは選民、あなたたちは
異邦人。主はイスラエルの神であり、あなたたちの神ではない。そし
て、私たちがキリストを待っているが、それは、すべての国々を滅ぼす
キリストだ。ここから抜け出しなさいということだ。 

2)すべての人が私中心だ。だから創世記3章、6章、11章から抜け出せな
かったのだ。 

3)なぜ神様は奴隷に、戦争の中に、捕虜にされるのか。抜け出さなけれ
ばならない。暗やみが全地を覆って、やみが万民を覆っているのに、
そこにいても良いのだろうか。 

▲神様は霊で私たちとともにおられ、正確に導かれる。本当にサタンが
働く中に私がいないようにしてください!捨てることを発見しなければな
らない。 

 
2.味わうこと-主の栄光があなたの上に臨んでいる。 
1)これを知らないから、ずっと揺れて、他のことを継続する。 
2)マタイ16:13-20、あなたがたはわたしをだれだと言うのか「あなたは生
ける神の御子キリストです！」 

3)教会は他のものを教えて、一般信徒は外で信じることを表にあらわるこ
ともできない。確信を植え付けなければならない。 

 
3.行うこと-起きて光を放ちなさい。 
▲光があるから、起きて光を放ちなさい。あきらめて不信仰の中にいる
のではなく、起きなさい。起きて、あなたの中に光があることを証明しな
さい。明らかにしなさい。 

1)3節-国々、王たちが戻ってくるようになる。 
2)4節-息子たち娘たちが抱かれて戻るようになる。レムナント運動 
3)5-19節,多くの国の船が、国々の船が宝物をのせて戻ってくるだろう。文
化回復だ。 

 
4.結論 
▲キリストで答えを出す瞬間、サタンは逃げるようになっている。ダニエ
ル3:16-18、ダニエル6:10、使徒4:12、そうすれば、サタンは完全に逃げ
る。イザヤ60:20-22「あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月はかげる
ことがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が
終わるからである。あなたの民はみな正しくなり、とこしえにその地を
所有しよう。彼らはわたしの栄光を現わす、わたしの植えた枝。わたし
の手で造ったもの。最も小さい者も氏族となり、最も弱い者も強国とな
る。時が来れば、わたし、主が、すみやかにそれをする。」これを握っ
て行くように願う。 

＊序論 

▲集中するとき、どんな薬よりも良い効果が出る。明日から祈る時間、

深い時間を持つほど良い。それがますます発展して24をすることが

できるようになる。そのときに、こういう(万民のために旗を掲げなさ

い!)の答えがくる。 

1)病気、苦しみ、貧困、失敗-それ以前に、みなさんが先に私は病気の

中でいるならば証拠を握る機会だ。苦しみの中にいるならば、霊的

な力を得れば、すばらしく益になる。貧困、経済のために心配する

人がいるならば、神様はそれ以前に、さらに重要なことをおっしゃら

れたのだ。 

2)ともに、インマヌエル、聖霊の満たし-失敗もあるならば、これが問題

でなく、神様がみなさんに約束されたことは別にある。神様があな

たとともにいると言われた。インマヌエル、私たちとともにおられ

る。すべての信じる者の祈りに答えられると約束された。聖霊の満

たし！みなさんがこの祝福を味わわなければならない。 

▲このようになれば、みことばが成就する。このときから、祈りの課題

が作られる。これが本物だ。祈りの課題はずっと出てきて、ずっと発

展する。このときからいのち運動が起きる。私自身が先に生き返

る。それとともに経済が生き返る。現場がどんどん生き返る。 

3)この契約を味わって祭壇を築くとき、どんなことが起きるのか。聖書

で証明している。ダニエル6:10、Ⅱ列王19:35、使徒12:1-25, 

▲それでは、どのように、こういう危機に勝つように言われたのか。 

 

1.見張り人になりなさい！ 

▲みなさんは福音を持った神の子どもだから、見張り人の使命を果た

しなさい. 

1)6節-昼の間も、夜の間も、彼らは決して黙っていてはならない。神様

は昼の間も、夜の間も、答えられる神様だ。 

2)3節-主に覚えられているようになりなさい。主はみなさんの祈りに

全てのものを覚えられる。 

3)7節-黙っていてはならない。祈りの奥義を理解すれば、神様は一つ

ものがさないで記憶して導かれる。 

▲8-9節、主が右の手の力の腕であなたがたとともにおられる。神様

のすべての契約は見張り人とつながる。神様と疎通する見張り人の

契約を握りなさい。 

 

2.道(大路)を備えなさい！ 

1)城門に進みなさい。 

2)民の道を備えなさい。 

3)大路を造りなさい。石を取り除きなさい。 

 

3.万民のために旗を掲げなさい！ 

1)見よ。あなたの救いが来る 

2)報いその前にある。 

3）報酬がその手にある。 

▲何も心配せずに万民のために旗を掲げなさい。237ケ国が来ること

ができる教会として旗を掲げなさい。 

4)あなたを聖なる民、尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれ

る。 

 

4.結論-深い祈りを味わうように願う。 

1)力(5力)ができる。戦わないで勝利する。 

2)ある日サミットの座に上げられる。 

3)まことの幸せがくる。 

▲ヨハネ14:27の平安があれば、みな生かすようになる。 

1．使9：36－43 － 合宿伝道  
1) 福祉センター  2) 学習工房  3) 老人療養 

 
2．使8：4－8 － 合宿癒し  

1) キリスト  2) 悪霊  3) あらゆる病気  
 
3．使13：1－12 － 合宿キャンプ  

1) 使13：1－4  2) 使13：5－10  3) 使13：11－12 

 

区域教材10課 3月の主題 ＊ 伝道者の絶対的な始まり 

カルバリの丘、オリーブの山、マルコの屋上の間の体験(ヨハ19：30) 

 
イエスは、酸いぶどう酒を受けられると、「完了した」と言われた。そして、頭をたれ

て、霊をお渡しになった。 

序論 /  

伝道者の始まり(使1：1、3、8)と三つがあります。 

1．始まり － ただキリスト (福音の回復、福音の味わい、福音の伝達、福音の成就) 

2．方向 － ただ神の国 (霊的戦い、暗やみの縛り上げ、神の国) 

3．味わい － ただ聖霊の満たし (聖霊の満たしと5つの力 － 霊力、知力、体力、経

済力、人材力) 

4．目標 － ただ世界福音化 (世界福音化の1千万弟子と全世界のRUTC) 

 

本論 / 

1．まず、知るべき人間の12の問題 

1) 根本問題 － 創3章(現在)、6章(ネフィリム)、11章(バベル塔) 

2) 古い問題 － 使13章(シャーマニズム)、16章(占い)、19章(偶像崇拝) 

3) 個人の滅亡の状態 － ヨハ8：44、出20：4－5、マタ11：28、使8：4－8、ルカ16：19－

31、マタ27：25 

 

2．福音の奥義 － キリスト 

1) キリストの職務 

(1) 王 － サタンの権威を砕かれた王 (Ⅰヨハ3：8) 

 (2) 預言者 － 神様に会う道となられる預言者 (ヨハ14：6、使4：12) 

 (3) 祭司 － 人間をあらゆる罪と呪いから解放された祭司 (マコ10：45、ロマ8：1－2) 

2) キリストの成就 

  － マタ16：13－20、ヨハ19：30、マタ28：16－20、マコ16：15－20、使1：1－8 

 

3．福音の流れ 

1) 創3：4－5 (神様から離れた原罪事件のとき) → 創3：15 (女の子孫) 

2) 創6：4－5 (サタンが掌握したネフィリム時代のとき) → 創6：14 (箱舟) 

3) 創11：1－8 (偽成功のバベル塔時代のとき) → 創12：1－3 (メシヤが来られるカナ

ンの地) 

4) 出3章 (イスラエルの民が奴隷になったとき) → 出3：18 (血の契約) 

5) イザ6章 (イスラエルの民が捕虜になったとき) → イザ7：14 (インマヌエル) 

6) マタ16章 (イスラエルの民が属国になったとき) → マタ16：16 (キリスト) 

7) 使1章 (初代教会が迫害されるとき) → 使1：1、3、8 

8) 宗教改革時代 (カトリック教会からキリスト教が迫害されるとき) → ロマ1：16－17 

9) 宗教統合時代 → ただ、マタ16：16、使1：1、3、8 の契約を握った者 

 

4．福音の中にある祝福と結論 

1) 神の子どもの7つの祝福 

  (1)Ⅰコリ3：16  (2)ヨハ14：26－27  (3)使1：8  (4)ルカ10：19 

  へブ1：14  (6)ピリ3：20  (7)マタ28：16－20 

2)世の中で堂々と勝利する神の子どもの6つの権威 

  (1)ヨハ8：44  (2)エペ2：2  (3)マタ11：28  (4)使8：4－8 

  (5)マタ27：25  (6)ルカ16：19－31 

3)神の子どもの5つの確信 

  (1)Ⅰヨハ5：10－13   (2)ヨハ16：24  (3)ヨハ14：26－27 

  (4)Ⅰヨハ1：9   (5)Ⅰコリ10：3 

 

結論 /  

私のカルバリの丘の体験 (マタ16：13－20、ガラ2：20、ピリ3：1－20、使1：14) 

－ キリストで十分、キリストは完全、キリストはすべて  



 

 

 

1)聖日1部(2月26日)→  主を待ち望む者 (イザ40：27ー31) 

▲私がだれなのか、その価値を知って、主を待ち望んで毎日新しい力を受ける人生を送るようにされて感謝します。

神様が与えられた救いの契約を握って、不信仰と暗やみを崩し、神様が私の背景、私の力、私の財産になるように

してくださり、神様の栄光が現れますように。神様のみことばを堅く握って、良き神様、答えられる神様を永遠に

味わいますように。祈りの奥義を回復して、鷲が翼をかって上るような新しい力を得て、神様がともにおられる証

人になりますように。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(2月26日)→ 神殿を破壊した者たちを突き落としなさい (ダニ43：14ー21) 

▲深い力を得る時間、静かな時間、みことばを黙想する時間、深い祈りの時間、237カ国とレムナント、宣教師、住民

たちのための契約を握って祈るようにされて感謝します。幕屋時代の信仰、三つの祭りと契約の箱と荒野の奇跡を

味わう信仰を育みますように。ダビデが持っていた神殿時代の信仰と実力、霊力と知力を育みますように。捕虜時

代に起きていた神殿回復の信仰を育んで、神様のみことばを味わい、力を持って理念と南北問題、戦争を止めます

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。。 

 

3)区域教材(2月26日)→ 9課:伝道者の生活の本質- 21の理解(使徒1:1-8) 

①伝道者のはじまり-使徒1:1(ただキリスト),使徒1:3(ただ神の国),使徒1:8(ただ聖霊) 

②12(天命/召命/使命,当然/必然/絶対,一心/全心/持続,ただ/唯一性/再創造)→ 24時,25時,永遠→ 刻印,根,体質 

③伝道者の生活の本質21→ 絶対はじまり(キリスト,神の国,ただ聖霊→ カルバリの丘,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時,25時,永遠),絶対答え(刻印,根,体質) 

④結論-ガラテヤ2:20,ピリピ4:13 

 

4)テキコの集い(2月26日)→   

▲祈りなさいということは、神様に向かった集中の時間をいう。人はどこに集中するかによっていやされるか、いや

されないか、結論が出る。 

①海外チーム-長く続いていること(長所,短所)に集中して,いやさなければならない。 

②テキコチーム-生かす側にしなければならない。 

③教役者チーム-第2のRUTC運動の7つの対象者のいやしに集中しなさい。 

④重職者チーム-一つ一生することを握らなければならない。 

 

5)第98周年3.1節救国祈祷会(3月1日)→ 霊的戦い(エペソ6:12) 

▲韓国にとても危機が来ているので、祈る人、本当に福音を持った人、伝道する人が集まって祈る時刻表だ。 

①聖書的な証拠-サムエル(ミツパ祈祷会→ ペリシテの戦争を防いだ),エリシャ(ドタンの町運動→アラムと戦わない

で勝った),初代教会(パウロ→ ローマが勝てなかった) 

②歴史的な証拠-韓国戦争の時に集まって祈った牧師と長老(世界先進国,世界宣教国に入るようになった。今、危機に

間違いないが、危機ではない) 

③これから起きる証拠-エペソ6:12 

④結論-肉的な戦争はみな崩壊したが,霊的戦争はみな生かした。 

 

6)産業宣教(3月4日)→ OMCと第2のRUTC運動(8)- RUTCミッション委員会礼拝-先に準備すること(ローマ16:25-27) 

▲現在福祉をする多くの人々が自らの福祉思想(概念)を持って,動機を持って福祉(異端)をしている→ それゆえ、み

なさんは伝道者の姿勢を持って行かなければならない。 

①伝道者のアイデンティティが重要だ(それでこそ疎通ができる)→ 出エジプト(奴隷-出3:16-18,ヨシュア3:1-6,民

14:1-10),出バビロン(捕虜-ダニエル1:9,エステル2:10,ハガイ2:9),出ローマ(属国-ローマ61:25-27)→ 私の人生は

キャンプだ。 

②伝道者の内容を持って行きなさい(これを持ってWITH,合宿をした)-使徒9:10,15アナニヤとパウロ,使徒11:25-26パ

ナバとパウロ,使徒13:1-4聖霊が教える場所,人,働き,使徒16:6-10マケドニヤに行きなさい,使徒19:5-7初代教会の

重要なはじまり 

③伝道者の使命をくださる(使徒13:1-4)-人を生かす天命をくださり、そこにしたがって召命,使命がくる。 

④結論-こういう祝福を持った人にOnenessの祝福をくださる。みなさんの重要な根は福音,重要な方法は聖霊の導き,

みなさんが受けなければならない重要な答えは光を放つキャンプだ。 

 

7)伝道学(3月4日)→ 伝道者の生活と第2のRUTC運動(8)-伝道福祉の開始(使徒9:36-43) 

▲私たちの成功と失敗はとても近いところにある。伝道福祉開始→ ①使徒9:36-43(難しい人を集めて合宿伝道-福祉

館/勉強部屋/老人療養)②使徒8:4-8(合宿いやし-キリストで一心,悪霊が追い出されて病気がいやされる)③使徒

13;1-12(合宿キャンプ-聖霊が知らせること,人,場所が出てきて→ 使徒13:5-10,使徒13:11-12)→ 本当に難しい現

場で神様の働きを見るようにさせてください!本格的に人生かす福祉キャンプ,まことの神様の働きを先に見て力を

得る働き人になりなさい。 

 

8)核心訓練(3月4日)→ 第2のRUTC運動(8)-貧しい者伝道-ホームレスキャンプ(使徒3:1-12) 

▲崩れた者,捨てられた者の刻印,根,体質を変えてあげればことが続けて用いられ、より大きい働きが起きる。はじめ

から彼らに①メッセージ伝達(使徒3:6,神様の計画)②伝道運動でのがしていることを分からなければならない。(肉

的な奉仕だけしているので,霊的奉仕をしなさい。)③それゆえ、今、世界問題が来たのだ。アメリカに神殿の美し

の門に座っていた足のなえた人のようなホームレスがいっぱいいる。モデル的なホームレスキャンプをしてみなさ

い。彼らに3つことをすれば良い。 

①ともに-いやし(マタイ8:1-17,使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒9:36-43,使徒13:6-12,使徒16:16-18,使徒19:8-20)→ こ

の中から弟子が出てくる。 

②区別-弟子(使徒8:8,使徒9:36-43,使徒16:16-18)→ この弟子が出てくれば選別しなさい。この中に使命者がいる。 

③選別-使命(使徒8:26-40エチオピアの宦官,使徒4:1-12足のなえた人,使徒16:19-40監獄で起きた使命者) 

④結論-今からしなさい。神様が働かれれば良いので、5ヶ所集中キャンプを始めなさい(捨てられた子どもたち、家出

している青少年, 考試村（司法試験や高級公務員の登竜門である行政高等考試を準備する受験生が集まっている

町）にいる既成世代,病気になった者,霊的問題を持った者を集めて集中キャンプ→ 気をつけるように,使命者にな

るようにキャンプをしなさい)+彼らに福音を伝えてあげなさい+レムナント7人を見て･･･(ヨセフ-家庭問題,モーセ-

国家問題,サムエル-教会問題,ダビデ-社会問題,エリシャ-偶像問題,イザヤ-捕虜問題,初代教会-迫害→ 全部土台

だ)今日からこの祝福の日が続くことを祝福する。 

 

9)区域教材(3月5日)→ 10課:伝道者の絶対的なはじまり①-カルバリの丘の契約体験(ヨハネ19:30) 

週間メッセージの流れ（2017.2.26.-2017.3.4.) 


