
2017年6月18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 (23)「産業の癒し」(使18：1－4) 聖日１部：あなたの知らない、理解を越えた大いなる事 (エレ33：1－

3) 

聖日２部：次世代のために残すこと (哀4：1－5) 伝道学：伝道者の生活と第2のRUTC運動 (23) ｢第2のRUTC運動と準

備」－ 企画チーム －(使9：15) 

 

1．私を癒す (使18：2) 

1) 神様(福音)との出会い 

2) 夫婦の出会い 

3) 地域の出会い 

4) パウロ(伝道者)との出会い 

 

2．生業の癒し (使18：3) 

1) 神様が与えられた私のもの 

2) 現場を生かす私のもの 

3) 伝道者を生かす私のもの  

 

3．現場の癒し (使18：4) 

1) 安息日ごとに 

2) 一緒に 

3) 会堂 

 

 

核心訓練：第2のRUTC運動 (23)学院福音化―マタイの福音書 

 

 

1課 間違って知っていること(マタイ6:33) 

 

2課 間違って知っている天国（マタイ13:1～9） 

 

3課 間違って知っているキリスト（マタイ16:13～20） 

 

4課 間違ってしている献身（マタイ17:1～9） 

 

5課 復活の信仰（マタイ28:16～20） 

 

＊序論  

▲みなさんには、おもに3つの苦難があるだろう。最初が、食べて生きる

経済であろう。このとき、私が持っている力、タラント、多くのことがない

から、基礎を作らなければならない。二つ目に生活の苦しみであろう。

職場生活が難しくて、生活が難しいだろう。今日をのがしてはならな

い。聖霊が私たちとともにおられる。三つ目に、まったく私の誤りでもな

いのに、話すことができない大きい問題がくる時がある。エレミヤが福

音を伝えたが、獄に捕らえられたが、何の誤りもない。このとき、さらに

重要な霊的事実がある。そこには重要な神様の計画がある。このとき

にくださった神様のみことばだ。わたしを呼べ。あなたの知らない、理

解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう。 

.▲呼べ（叫べ）という言葉は、あなたの生活を神様に向かって霊的に集中

しなさいという言葉だ。本当に世の中に勝てるように霊的な力を回復し

なさい。集中しなさい。主に集中すれば、回復する驚くべきみわざが起

きる。 

 

1.あなたの知らないこと 

1)神様に向かって祈り始めれば、神様はそのときまでなかったみことば

で働き始められる。 

2) 地を造られた主、それを形造って確立させた主、その名は主 である

方がこう仰せられる。 

▲みなさんが今から始めなさい。「わたしを呼べ！」そうすれば、神様が

行われることを、私に行われるのだ。 

 

2.大いなることとは何か 

1)アッシリヤ事件で崩れた。 

2)バビロンに捕虜になって成っていく。ゼデキヤ王の目を抜いて、馬に縛

ってバビロンまで引っ張っていった。 

3)神殿も破壊された。ゼデキヤ王のときに起きたことだ。 

▲それを回復させるということだ。 

 

3.理解を越えたことを行う 

1)あなたを通してサタンに勝つ福音、災いを起こす暗やみから、あなたを

起こす。 

2)実際に力を与えて,回復する。 

3)教会を回復して、国家を回復して、全世界生かす宣教を回復する。 

 

＊結論 

▲みなさんが受けなければならない祝福は何か。6節にこの町の傷をい

やして直す。7節に、ユダの捕虜、イスラエルの捕虜から戻るようにす

る。すべての咎からきよめる。9節に、ここの町は世界の国々の間で、

わたしにとって喜びの名となり、栄誉となり栄えとなる。彼らはわたしが

この民に与えるすべての祝福のことを聞き、わたしがこの町に与える

すべての 祝福と平安のために、恐れおののこう。 

▲神様に向かった祈りのひもを握って行きなさい。多くの人々、霊的に病

気になった者をいやしなさい。みなさんが大胆にこの町を生かしなさ

い！わたしを呼べ！そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの

知らない、理解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう。この契約を

堅く握って新しく始めるみなさんなることを、イエス様の御名で祝福しま

す。アーメン 

＊序論 
▲みなさんが本当に重要ならば、サタンが誰を攻撃するだろうか。み
なさんの次世代を攻撃しようとするだろう。 

▲次世代を今どのように滅ぼすかというと-次世代が心に病気になる
ように-うつ病に陥るようにして、パニック障害に苦しめられて、躁
病、精神疾患に陥るようにさせる。それゆえ、自殺して、犯罪して、
麻薬をしたり･･･このように、次世代を完全に倒す。 

1)創世記3章、6章、11章-まず最初に福音を奪っていってしまうのだ。 
2)マタイ4:1-10、礼拝、祈りをみな奪っていってしまったのだ。 
3)ヨハネ10:1、教会堂をみな奪っていってしまった。 
 
1.祈りができる教会を作りなさい。 
▲偶像崇拝する人々を見れば、私たちの祈りをみな奪っていって、祈
りができるようにさせた。礼拝堂は常に祈れるように開けていなけ
ればならない。結婚式場、公演会場は別に作りなさい。私たちの教
会を本当に祈りができる最高の教会として作りなさい。 

1)使徒1:3、できる教会 
2)使徒1:14、ひたすら祈りに専念したのだ。 
3)使徒2:1-13を回復できる教会 
▲わたしの家は万民が祈る家だと。多くの宗教から戻った人々が礼拝
できる教会 

 
2.237ケ国のレムナントがきて生かされる教会 
1)使徒17:1になる教会 
2)使徒18:4  
3)使徒19:8-10 
▲237ケ国のレムナントが集まれる教会。そこで寝ながら祈りながら、
訓練を受けられる教会. 

 
3.237ケ国の伝道者(弟子)が集まれる教会 
▲237ケ国の伝道者、弟子がきて安らかに訓練を受けられる教会･･･ 
1)使徒13:1-2の人々が戻れる教会 
2)使徒16:16-18の人々がきて、恵みを受けて祈れる教会 
3)使徒19:9-20偶像崇拝する者がきて、恵みを受けて礼拝できる教会 
 
＊結論 
1)私の祈り室を置いて祈りなさい。 
2)私のレムナントルームを作りなさい 
3)私の宣教ルームを作りなさい。 
▲祈りの課題として握りなさい。これを残して行かなければならない。
これを契約として握った教会が出てきたら、神様はたしかに証拠をく
ださるだろう。これを回復するために、幕屋という契約を握ったモー
セに、神様はすべてを与えられた。神様はみなさんにモーセに与え
られたすべてをくださるだろう。この契約を握ったダビデに、すべて
をみなくださった。今日、みなさんが神様の正確な契約を握りなさ
い。みなさんが契約を握れば、働きは神様がなさる。いのちをかけ
て祈りなさい。そうすれば、時代を変える神様の働き起きるようにな
る。 

 

1．パウロと一緒にした企画チーム 
1) 使13：1 
2) 使16：6－10、使16：11、使16：16、使17：1、使18：4 
3) 使19：8－10 

2．7つの現場企画 (施設組織より現場企画) 
1) 福祉    2) NGO   3) 未自立   4) 文化  
5) 多民族  6) 難民、脱北者  7) 専門家(知性人)ヒーリング 

3．黄金漁場の企画 
1) 学校    2) 専門家    3) 多民族 
 

区域教材25課＊6月の主題 ＊ 伝道者の絶対献身－ 一心、全心、持続 

伝道者の絶対献身 － 持続(使5：42) 

 

そして、毎日、宮や家々で教え、イエスがキリストであることを宣べ伝え

続けた。 

序論 / メッセージの流れ 

本論 / 

1．持続 

 － 神様がなされることはだれも止めることができない。持続されるし

かないことを握って、その中に私がいること 

1) 神様が準備された結論を忘れてはならない (マタ24：14、使1：8、ロマ

16：25－27) 

2) 残りの者、残る者、残れる者、残す者の奥義を準備 

 － 三団体(ニューエイジ、フリーメイソン、ユダヤ人と統合宗教)を生か

す三弟子(Holy Mason、秘密決死隊、Remnant宣教師)、三企業(社会

的、文化的、宣教的企業)の準備 

2．伝道者の最も大きな答えは持続 

1) 正しい始まり 

(1) マタ5：1～7：24 山上垂訓 

(2) マタ13：1－13 － 天国の喩え 

(3) マタ16：13－20) － 正しい信仰告白と信仰生活 

2) 先に準備すべきこと 

(1) マタ28：16－20 －神様が私とともにおられる祝福から味わいなさい 

(2) 使1：1－8 －先にすべき三つの体験 (ただキリスト、ただ神の国、た

だ聖霊) 

(3) 使1：14 －三つの覚悟と決断 (理由がなかった。いのちも恐れなか

った。財産も神様の前で惜しむな。) 

3) 持続すること 

  (1) 使2：1－47 － 五旬節の祝福  

  (2) 使11：19－30 － 宣教の祝福 

  (3) ロマ16：1－27 － 永遠の弟子 

3．福音(みことば)運動の持続を通して止める三つ 

1) サタンの文化を止めて、苦しむ人を生かしなさい 

2) 災いの文化を止めなさい 

  (1) 三つの祭り － エジプトの災いを止める過越祭、五旬節、収穫祭 

  (2) 神殿運動 － バビロンの災いを止める契約の箱と神殿運動 

  (3) ローマ16章運動 － ローマの災いを止める運動 

3) 戦争(文化)を止めなさい (マタ24－25章) 

結論 / 

1．持続するしかないパウロの信仰告白 (ピリ3：1－21) 

  － キリストは私の人生の最高の知識(8)、最高の答え(9)、最高の計

画(12)、最高の報い(14)、最高の背景(20)であるため 

2．神様が世界福音化に用いられる人 

  － ｢ただキリスト｣で一心、全心、持続する｢ただ信仰｣の人 (ヘブ11：

38) 



 

 
 

1) 聖日1部(6月11日)→ 残りの者、残る者、残れる者、残す者 (イザ7:14) 

▲神様が与えられた最高の祝福であり、答えであるインマヌエル！神様が今私たちとともにおられることに感謝します。私

は弱いけれども残りの者として召されたため、どこでも私とともにおられるインマヌエルの祝福を味わいますように。私を

残る者として立ててくださり、毎日みことばを体験して、主を待ち望む者に与えられる新しい力を味わいますように。どん

なことがあっても光を照らす残れる者の祝福と見張り人としてすべての民を帰らせる残す者になりますように。私は救わ

れた残りの者、光を持った者、見張り人です！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(6月11日)→ 主をほめたたえよ (詩150：1ー6) 

①人間の創造目的-創世記1:27-28,出20:1-5,イザヤ43:7,21,Iコリント10:31 

②賛美する理由-神様に栄光、救いの恵みに対する感謝、生活(インマヌエルの恵みを感謝) 

③賛美の力-Ｉサムエル16:23,使徒16:25  

④サタンの通路-歌、音楽(空虚、無心) 

⑤結論-詩150:1-6、詩69:30-31 「私は神の御名を歌をもってほめたたえ、神を感謝をもってあがめます。それは雄牛、角と

割れたひづめのある若い雄牛に まさって主に喜ばれるでしょう。」 

 

3)区域教材(6月11日)→ 24課:伝道者の絶対献身②-全心(使徒2:42) 

▲全心-私は心全体をどこに置いているかがとても重要だ。 

①何に全心すべきか-カルバルの丘、オリーブ山、マルコの屋上の間の契約 

②どんな内容にするべきか(使徒2:42)-みことばの流れ、交わり、パン(聖餐,愛餐)、祈り 

③どんな結果が出てきたのか-使徒2:43-45(経済回復),使徒2:46-47(毎日神殿で、家でイエスはキリスト),救い(証人) 

④結論-私ができる小さいことを探して始めなさい。答えは大きくくる。 

 

4)第43次いやし使命者大会(6月13日)→ みことばフォーラムといやし“階層別みことばフォーラム” 

▲3つの使命-肉体のいやし(呼吸),心/考えのいやし(脳),霊的治癒(みことば)→ 集中(刻印) 

①小学生以下(視聴覚+みことば)-レムナント7人(実際に起きたこと),三位一体の神様の働き,使徒1:1/3/8,礼拝,ただ,唯一性,再

創造が何か知らせなさい。 

②中,高,大学(現場+みことば)-創世記39:1-6,Ｉサムエル3:1-18、詩78:70-72,Ⅱ列王2:1-11,イザヤ6:1-12,13,使徒1:6-7,8,Ⅱテモ

テ3:1-13,Ⅱテモテ3:14-17 

③おとな(未来+みことば)-使徒1:1,3,8(14),使徒2:1-13,使徒13:1-4,使徒16:6-8,使徒19:1-7 

④結論-深い黙想、暗唱、全文書き起こし 

 

5)牧会大学院(6月13日-14日)→ 7つの現場-いやし 

▲1講:福祉,NGO (マタイ8:1-17) 

①福祉-肉体いやし→ 金曜徹夜(福音中心+みことば中心+イエス・キリストの御名で祈り)+今準備すること(いやしチーム-呼

吸)+目標(からだ-呼吸、心/考え-脳,、霊-みことば/祈り) 

②NGO-目に見える戦略(からだ,心,霊的いやし→ 創世記41:1-5,出3:1-10,使徒9:36-43,使徒13章/16章/19章)+目に見えない

戦略(備えられた者,ヨシュア2:1-16,使徒8:26-40,使徒13:13,使徒16:15,使徒17:4,使徒18:1-4)+使命者(使命者がなるように集

中→ 使徒1:14,使徒2:9-11,使徒13:1-4,使徒16:6-10,使徒19:1-7) 

③結論-福祉とNGO担当者に有益といのちをあたえる戦略+後援者に実際的な有益をあたえる戦略+教会が生き返る戦略を

使わなければならない。 

▲2講:未自立,多文化,多民族(使徒9:15) 

①序論-現場で霊的いやし(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) 

②未自立-他のものを握っている(12のサタンのこと,7つの災い)→ 7時代福音(キリスト)の答えを持って生かしたのだ。 

③多文化(→ひとつの文化)-すべての多文化を持って、ひとつの文化を作ってあげるのが霊的いやしだ。(基礎5つ,使徒1:3,

使徒1:8,使徒2:9-11) 

④多民族(→ ひとつの民族)-目に見えない教会(残った者/イザヤ6:1-13,隠された者/イザヤ60:1-22,散らされた者/イザヤ

62:6-12),目に見える教会(イザヤ60:22,プリムの祭り,使徒2:41),本来のことを回復(三つの祭り,使徒1:1/3/8,使徒2:1-47) 

⑤結論-神様の時刻表(使徒1:3,使徒1:8,14,使徒2:1,使徒3:1,使徒8:4-8,使徒9:1-15,使徒11:19,使徒12:1-25,使徒13:1,使徒16:6-10,

使徒19:21) 

▲3講:脱北者/難民,エリート/芸能人/中毒者(エペソ6:12) 

①脱北者/難民-サタンの戦略1(エペソ6:12,覇権主義、戦争狂、宗教戦争、破壊、難民/脱北者)+ひとり(戦争を防止したレム

ナント7人、残された者、捨てられた者、散らされた者)+隠された内容(12の問題-被害当事者、理由ある使命者-選択ひとり,

刻印(使徒1:1)/根(使徒1:3)/体質(使徒1:8) 

②エリート/芸能人/中毒者-サタンの戦略2(エペソ6:12,暗やみの世の中の支配者、天にあるもろもろの悪霊-黙示12:1-9,エ

ゼキエル28:10-14,創世記3章/6章/11章、エペソ2:2)+良く見えること(執着力,成功-人気,作品-影響→ 苦しめられること、う

つ病、パニック障害、躁鬱症、精神病)+中毒(政治中毒、麻薬中毒、ゲーム中毒、淫乱中毒、アルコール中毒)→ この人々

を変える唯一の方法はみことば(生かすみことば21、聖霊の導き9、,聖霊お満たし5、私/私のこと/私の現場7、証人20) 

▲宣教総局-国担当者修練会“各国” 

①序論-最後の講壇(マタイ28:16-20,マルコ16:15-20,ヨハネ21:15-18,使徒1:1-8) 

②古くから長く続いていること-古くからの長所、古くからの短所、ローマ16:25-27 

③隠れたこと-隠れた文化、隠れた理念、隠れた習慣 

④使命者-備えられた者、残された者、隠された者、散らされた者/散る者、ただの答え,唯一性,再創造→ 7つを知らせなさい。 

⑤結論-伝道は神様の最も重要な計画だ。すべてのことを伝道の目で見なさい。 

 

6)産業宣教(6月17日)→ OMCと第2のRUTC運動(23)-産業のいやし(使徒18:1-4) 

▲今から霊的サミット、技能サミット、文化サミットへ行く本当に幸せな時間を持ちなさい+会社を生かすフォーラムをしなさ

い+私が教会のためにどのように献金するか集中しなければならない。集中できる時刻表を定めなさい。これを持ってい

れば、重要な本論が出てくる。 

①私をいやし(使徒18:2)-神様(福音)との出会い、夫婦の出会い、地域の出会い(神様の計画+救われる者がいる),パウロ(伝

道)との出会い(最高の祝福だ) 

②生業のいやし(使徒18:3)-神様がくださった私のこと,現場生かす私のこと,伝道者を生かす私のこと→ これより大きい祝福

はない。 

③現場のいやし-安息日ごとに,共に会堂に入ったのだ。 

④結論-持続(①-③番)しなさい。神様がともに+使徒1:1/3/8+使徒2:1-14これならばよい。神様の最高の答えが神様が私と

ともに,私の産業に働かれることだ。 

 

7)伝道学(6月17日)→ 伝道者の生活と第2のRUTC運動(23)-第2RUTC運動と準備“企画チーム” (使徒9:15) 

▲黄金漁場(本当に死んでいっている人々が多い所を見て入ろう)。パウロとともにいた企画チーム+7現場企画+黄金漁場企

画(学校-教授/学士館,専門家-文化館,多民族-宣教館)→ 本当に黄金漁場を探す,死んでいく人々を生かす祈りを始めなさ

い。 

 

8)核心訓練(6月17日)→ 第2 RUTC運動(23)-レムナントデイ(学院福音化)-マタイの福音書 

▲いやし-時刻表(集中)を見るいやし(使徒1:1,3,8)が必要だ。そして、今、一生の時刻表を準備しなければならない(運動+読

書フォーラム+3団体の祈りフォーラム+必読書/歴史+現場フォーラム+タラッパンに出てきた重要なメッセージフォーラム+

私/私のこと/私の現場+私の問題/病気+私のビジョン+職業)。62の生活(生かすこと+成り立つこと+みことば成就/みこと

ばの流れ) 

①1課:間違って知っていること(マタイ6:33) 

②2課:間違って知っている天国(マタイ13:1-9) 

③3課:間違って知っているキリスト(マタイ16:13-20)  

④4課:間違ってしている献身(マタイ17:1-9) 

⑤5課:復活の信仰(マタイ28:16-20) 

 

9)区域教材(6月16日)→ 25課:伝道者の絶対献身③-持続(使徒5:42) 

週間メッセージの流れ(2017.6.11.-2017.6.17.) 


