
2018年5月27日  週間メッセージ祈りのカード           (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1、2、3のRUTC時代 (18)「薬剤師専門家礼拝」

(使1：1) 

聖日１部：終わりではない始まり (Ⅰ列19：1－8) 聖日２部：2000地教会 (使19：8－20) 伝道学：伝道者の生活と第1、2、3のRUTC時代 (18)「癒し伝道」(マタ8：

17) 

 

1．医者(医療関係者)ルカ 

1) 使1：1 

2) 使1：3 

3) 使1：8 

 

2．テオピロ  

1) ルカの福音書の受信者 

2) 使徒の働きの受信者 

 

3．霊的癒し  

1) 使3：1－12 

2) 使8：4－8 

3) 使13：5－12、使16：16－18、使19：8－20 

 

 

 

核心：第1、2、3のRUTC時代 (18)「私を見る目」(使1：1、3、8) 

 

 

1．結論(終わり)が出なければならない私の人生 

1) 使1：1  

2) 使1：3 

3) 使1：8 

  

2．神様に用いられる私の人生 

1) 天命、召命、使命 

2) 当然、必然、絶対 

3) 一心、全心、持続 

4) ただ、唯一性、再創造 

5) 24、25、永遠 

 

3．神様が造られた私の人生 

1) 刻印 

2) 根  

3) 体質 

＊序論 

▲困難がきたとき、余裕で笑う人がいる。一流の人生だ。なぜか。答えを

知っているためだ。みなさんが信仰生活する中で、どのように答えを味

わうかだ。福音がない者たちは、ほろびてしまえば終わりだと思う。福

音ある者には始まりだ。銘記しなければならない。パロ王の赤ん坊虐

殺は、イスラエルの大きなみわざの始まり、サウル王の殺人政治はダ

ビデの新しい始まり、アハブ王の迫害は、エリヤの新しい始まり、初代

教会の迫害と殉教は新しい始まりだった。 

▲みなさんは、終わったというのに、神様は始まりだと言われる。神様

は、野の草も養われるとなっている。スズメ一匹も神様の許可なしには

落ちることができないと言われた。みなさんの髪の毛まで数えておら

れると言われた。(マタイ10:29-31)私たちのすべてのいのちを治めてお

られる。エリヤには、始まりは何の始まりなのか。 

 

1.契約の中で、神様が願われる私を見つけなさい。 

▲神様がエリヤをホレブ山に連れて行かれた。神様の造られた私を見つ

けて、契約を見つけるまことの始まりになった。神様がくださる天命、召

命、使命を回復しなさい。神様がみなさんに向けられた、エリヤに向け

られた絶対計画を見つけなさい。みなさんが今日、霊的なホレブ山を

見つけるように願う。神様が願われる私を見つけなさいということだ。

神様は、みなさんを大切に見ておられる。 

 

2.神様がくださる霊的な力を受けなさい。 

▲神様が他のものあるから、いまは霊的な力を受けなさい。その日、ど

んなことが行われたのか。神様が世の中の人々が知らない主の御使

いを送って、エリヤに触れられたとなっている。ですから、立ち上がっ

て40日40夜歩いて、ホレブ山まで行った。 

 

3.神様が備えられた使命を見つけて次世代を生かしなさい 

▲たとえ弱く見えても、みなさんができる使命が残っている。エリヤがび

っくりしたのだ。そのとき、おっしゃって、あなたの他にバアルの前にひ

ざまずかない7千名を残しておいた。彼らが起きるだろう。彼らを見つ

けなさい。エリシャという人物を見つけなさい。後継者を見つけたの

だ。アハブ王は私が呼んで行く。人のいのちは神様の御手にある。 

▲さらに、重要なことが行われた。これから、ドタンの町運動というとても

大きなことが残っている。ドタンの町運動は戦わないで勝つ運動だ。エ

リシャがいた間には、アラムの国が攻め込めなかったし、全世界に福

音を伝えることが行われた。 

 

＊結論 

▲今日、みなさんはどんな状況にいるのか。極限の困難がくれば、契約

を正しく握りなさい。本当に新しく挑戦しなければならない、正しい始ま

りだ。落胆する時ではなくて、正しい私を見つける時だ。人を恨む時で

はなくて、霊的な力を受ける時だ。ご飯を食べて生きて、虚栄をはる時

ではなくて、次世代を生かす時だ。それゆえ、神様がみなさんを呼ば

れた理由は、本当に福音ならば、霊的な力を持って人を生かせというこ

とだ。次世代を生かしなさいということだ。この祝福で、民族を生かし

て、世界を生かすことを望む。今日、終わりでなく、始まりだ。どんな問

題であっても、始まりだ。この祝福を味わうようになることを、主イエス

の御名で祝福します。 

＊序論―神様のビジョンを見た者 
▲多くの人々がビジョン、夢を持ちなさいと話す。私は聖書を見て、そ

のように悟らなかった。ある日、私のビジョンを見たのではなく、神
様のビジョンを見たのだ。それでは、同じように聖書にある答えがく
る。 
「神様のビジョンを見た者」-世界福音化しなければならないことを
分かった。みなさんが、本当に見るようになることを希望する。み
なさんが、どれくらい重要な人、どれくらい価値ある、どれくらい祝
福されているかということを分かれば、すべてがみな変わる。そう
すれば、3つのことが見える。 
 

1.神様が時代ごとに行われたこと→ 弟子運動 
▲神様が時代ごとに、神様のビジョン持った者を用いられた。神様が

時代ごとに行われたことがある。弟子運動の中に入るようになる。
神様が時代ごとに行われたのを見なさい。 

1)創世記37;1-11、ヨセフが世界福音化のビジョンを実際に見たのだ。 
2)出3:18-20、モーセには働きが起き始めた。待ちなさい。 
3)Ｉサムエル3:19、一言もサムエルのことばが地に落ちなかった。 
4)Ｉサムエル16;13、この日以降、主の霊が激しく下ったのだ。 
▲神様の本当に契約、ビジョンを見て、感謝しながら待ちなさい。そう

すれば、正確にくる。神様の聖霊が、みなさんと確かにともにおら
れる。契約は、必ず成就される。本当に弟子が出てこなければなら
ない。ただ世界福音化！ただ正しい伝道！ 

5)Ⅱ列王2:9-11、エリシャ-霊の二つの分け前を与えてください。 
6)ダニエル1:8-9、ダニエルが神様の前に心を定めた。 
7)使徒1:14、初代教会、マルコの屋上の間-神様のビジョンを見た人た

ち 
 
2.いやし運動 
▲このときから、いやし運動が起きる。 
1)神の国-大胆にあかしされた。 
(1)マタイ12:28-30、聖霊が臨んで、サタンが縛られれば神の国が臨む

のだ。 
(2)Ⅱコリント4:4-5、サタンは世の支配者、世の神のように人をだます。 
(3)ヨハネ16;11-14、サタンは世の中の王のように、みなさんをだまして

いるので、それを打ち砕かなければならない。 
2)神の国が臨むから、みことばの力が働く。 
3)いやしの働きが起きる。 
 
3.未来運動 
▲ローマも見なければならない。みなさんが、ここの主役だ。 
1)使徒19:21ローマも見なければならない。 
2)使徒23:11、ローマでもあかししなければならない。 
3)使徒27:24、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。 
 
＊結論-全ローマの現場に入って行くのだ。(7現場) 
▲福祉現場、NGO、未自立教会、脱北者(難民)、多民族、病気になった

者。私たちだけでも福音のために、伝道のために契約を握ろう。伝
道だけする地教会2000か所が出てこなければならない。教役者、重
職者を大切に思いなさい。そして、力を合わせてレムナントを生かさ
なければならない。契約を正しく握ったところに、神様が働かれるよ
うになっている。神様は証拠をくださる。 

1．医療関係者伝道 

1) 使1：1 

2) 伝道現場 

3) 宣教地 

 

2．霊的癒し 

1) 使3：6 

2) 使8：8 

3) 使13：1－4、使16：6－10、使19：1－7  

 

3．生活の癒し  

1) 使13：5－12 

2) 使16：16－18 

3) 使19：8－20 

 

区域教材20課：伝道者の生活 (本質③)マルコの屋上の間の契約(使2：

16－21) 

 

神は言われる。終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。する

と、あなたがたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見

る。 (17節) 

 

序論 / まず、私の霊的状態、私の霊的現住所の確認 

1．伝道者の基準 → 私を生かしなさい (使1：1、3、8) 

2．伝道者の標準 → 霊的な力から得なさい (聖霊の満たし) 

3．伝道者の水準 → 三つの国を味わいなさい (使1：3、マタ12：28－

29、ピリ3：20) 

 

本論 / 

1．理由 － マルコの屋上の間の人々はどんな人々なのか 

1) 三つを見た人  々－ 使1：1 (キリスト)、3 (神の国)、8 (ただ聖霊) 

2) 三つをする人  々－ 使1：1 (キリスト)、3 (神の国)、8 (世界福音化) 

3) 三つを覚悟した人 (々使1：14、2：1－47) － いのち、財産、理由 

 

2．内容 － マルコの屋上の間の内容 

1) 三つの祭りを体験 － 過越祭(救い)、五旬節(聖霊)、収穫祭(天国の

背景) 

2) 使1：8 (答の体験) － 使2：1－47 

(1) 5つの力 (使2：1－10、9－11、14－21、41、42－47) 

(2) 5つの時刻表 (使2：1、5、18、41、46－47) 

(3) 5つの門 (使2：1－4、9－11、41、43、46－47) 

3) 伝道者にだけ与えられる三つの答え － ただ、唯一性、再創造  

 

3．方法 － どのように体験しなければならないのか 

1) ただ待つこと (使1：4、8) 

2) ただの答え (使2：1－13) 

3) ただの挑戦 (使2：9－11、41、46－47) 

 

結論 / 証人 

福音の力と私の証拠を体験しなければならない 



 

 

1)聖日1部(5月20日)→弱さを担われたキリスト (マタ8：14－17) 

▲「私はこのままでは生きられない!」契約を握りなさい!どのようにか。キリストの奥義を握りなさい→ Ｉヨハネ3:8、マルコ

10:45(ローマ8:2)、ヨハネ14:6→ ヨハネ1:12 

①キリストの奥義を持って霊的身分を変えなさい 

②霊的身分を持った者に神様が与えられる、どんな状態も勝てる霊的な力を持って、行く所ごとに神の国を味わう霊的状態

を味わいなさい! 

③家庭と家系、地域と世界を生かす霊的権威を味わいなさい! 

④結論→ みなさんは、神様がくださった霊的身分+霊的状態+霊的権威を持って、家庭、現場、産業、世界を生かす大切な

人々だ。 

 

2)聖日2部(5月20日)→ ペリシテ文化に勝った神殿 (Ⅰ歴29：10－17) 

▲聖書と歴史で一番重要な戦争が神殿戦争だ。このメイソン(Mason)戦争時代に、237か国を生かす神殿を作ろう。それゆえ、

神様がHoly Masonとして呼ばれた。 

①あらかじめ答えをくださって→ 神様を握ってともに祈って待とう。 

②危機のときに答えられて→ 危機の時ごとに神様がくださった答えを確認して勝利. 

③何もない状態で答えをくださって→ ダビデが契約を握って30年祈った。 

④結論→ それゆえ、地域、民族、237か国が祝福を受けるお手伝いをしなければならないためだ。 

 

3)区域教材(5月20日)→ 20課:伝道者の生活2(本質2)-オリーブ山の契約(マタイ12;28-29,使徒1:3) 

▲オリーブ山の時刻表を持ちなさい!→ 「!私は福音だけ味わって、福音だけ伝えなければならない!」 

①(理由)なぜオリーブ山を体験すべきなのか→ 神様がくださろうとする未来があるため。それゆえ、新しい刻印/根/体質

に変えなさい+神様が与えられる私のミッションを見つけなさい! 

②オリーブ山の内容→ 私をいやす+21の生活の本質に集中+契約を握って教会/世の中に向かって、派遣 

③(方法)どのように体験すべきか→ ただ+聖霊+証人 

④結論→ 小さいことを実践(使徒1:14) 

 

4) (釜山)朝食会堂会集い(5月20日)→ 聖書に重要な事件をおいて3900回みことばを与えられた。 

①大部分の人々は、自分が必要なみことばを握る。 

②神様が私に、私たちに与えられる必要なみことばを握りなさい。主の約束(創世記3:15,創世記6:14,出3:18,イザヤ7:14,マタイ

16:16)+流れ(福音証拠/事件/人)+みことば成就(職業) 

③そうすれば、みことばの中で→ いやし、力、未来が出てくる。 

 

5) (釜山)テキコの集い(5月20日)→ 重職者のノート 

①祈り→ 定刻祈り(状態-最も良い計画、最も良い確認)+常時祈り(現場と私の祈り連結)_24時/25時/永遠(祈りを味わうのだ。

私の水準でなく神様の水準) 

②内容(常に)→ 3つの今日、3サミット、3弟子を題つむぐ常にしようとしなさい→ そうするなら、祈りの中にいなければなら

ない。 

③答えがくるようになれば、必ずプラスされるのが弟子だ→ 宣教+社会+文化企業(3企業-これはとても答えを受ける人とと

もにするのだ) 

④結論-みなさん中に隠されていることが、すべてを左右する。 

 

6)伝道神学院集中戦略会議(61) (5月23日)→ 伝道弟子は隠れた力がさらに重要だ。 

①常に私の考え?(神様がされる考えが重要で)→ 聖霊の満たしと5つの力 

②どのように?→ 聖霊充満を持続するのだ(使徒1:1,3,8,使徒1:14,使徒2:1-4,使徒13:1-4,使徒19:21) 

③隠れた問題(悩み)→ 一般信徒、病気になった者、霊的問題を持った者→ 契約を握って聖霊の満たし! 

④教会復興どのように?→ 捨てること(不信仰)、味わうこと(あること-神様が私にくださったこと、福音)、大きくすること(うつ

わ-個人、教会) 

⑤答えの範囲→ 全体を置いて未来を見なさい(就職、結婚、産業、RTS/RU/RGS/RLS) 

 

7)月間(火曜)集会(5月23日)→ 答え受ける伝道②-伝道戦略1,2,3 (①は4月火曜集会M) 

▲伝道弟子:第1戦略-現場(The Place)→ “障害物-祝福” 

①序論-すべての人は伝道対象であり、文だ。私たちの障害物は何か。私たちの水準、基準、標準でなく→ 神様の水準

(神様の力)+神様の基準(生かすこと)+神様の標準(神の国)だ。 

②みことばと生活を連結させなさい→ みことばの流れ、みことばの働きの中にいなさい。(全体+講壇+現場メッセージの

流れの中に) 

③神様のみことば働きは3つを必ず見なさい→ 根本のいやし21(使徒1:1,3,8→私を捨てなさい)+5つの祈り(私を生かしな

さい)+7つのタラント(私を見つけなさい) 

④限界を認めて→ 不可能に挑戦しなさい(まことの弟子)+ないことに挑戦しなさい(いやし)+行かないところに挑戦しなさ

い(例をあげると、ムダン（霊媒師）村) 

⑤結論-適用(最もだめな所はみことばのとおり入って行きなさい。私の最も弱いことは祈りの中で入って行きなさい。現

実的問題は福音とともにいやしなさい) 

▲70人:第2戦略-システム(弟子) “かすかな細い声” 

①序論-問題、葛藤、危機の前でまことの弟子を育てるとき、かすかな細い声を聞かなければならない。 

②使徒7:54-60(まことの弟子-ステパノ)、使徒11:19(アンテオケ教会)、使徒13:1-4(宣教師派遣)、使徒16:6-10(マケドニヤ)、

使徒18;1-4(プリスキラ、アクラ夫婦との出会い) 

③結論-静かに流れを変えなさい(9つのポイント→ 深さ/広さ/高さ、上/下/周囲、過去/現在/未来)伝道の第2戦略は生

活の中に起きる“組織(システム-弟子)”だ。 

▲ミッションホーム/いやし:第3戦略-すべての人(The All Play) “大きい声“ 

①序論-第3戦略はすべての人が神様のみことばを聞くようにすることだ→ いやし(福音/みことば/祈り)→ 霊的いやし+

心/考え/精神いやし+肉体いやし(食べ物/運動/呼吸)→ 24+深い祈り→ この答えを持っていれば全地域にみことば運

動が起きる。 

②使徒13:1-4宣教師派遣以後に起きたこと(使徒3:1-12思想いやし、使徒8:4-8宗教いやし,使徒13:5-12/使徒16:16-18/使

徒19;8-20霊的いやし),使徒19:1-7以後に起きたこと(学問いやし,文化いやし,偶像いやし),使徒19:8-20以後に起きたこと(使

徒19:21地域いやし,使徒23:11法廷いやし,使徒27:24時代いやし) 

③結論-サミット(20伝道→ 未自立教会、未自立伝道、未自立宣教生かす主役!).この答えをミッションホームで与えなさい! 

 

8)産業宣教(5月26日)→ OMCと第1,2,3 RUTC時代(18)-薬剤師専門家礼拝(使徒1:1) 

▲みなさんは神様の人、福音を持った医療関係者だ。みことば分離+祈り分離+伝道分離→ みことばの流れ+祈りの課

題(私にあること))+成就(現わすこと)その中に入って満たされば、自然にいやし、サミットになる→ 平安+いやし+力+余裕 

①医療関係者ルカは、福音を味わう人→ 使徒1:1(キリスト-終わり)、使徒1:3(神の国-味わうこと),使徒1:8(待つこと-挑戦/

ただ聖霊) 

②ルカは技能と伝道の奥義を持った人→ ただ、唯一性、再創造の答え 

③ルカが関心をもって見たことは→ 霊的いやし(使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒13:5-12,使徒16:16-18,使徒19:8-20) 

④結論-これから準備すること(精神いやし、中毒いやし、伝道いやし、宣教いやし、薬剤師いやし) 

 

9)伝道学(5月26日)→ 伝道者の生活と第12,3,RUTC時代(18)-いやし伝道(マタイ8:17) 

▲医療関係者伝道(使命を植え付けなさい)+霊的いやし(私たちの目標-使徒3:6,使徒8:8,使徒13:1-4,使徒16:6-10,使徒19:1-

7)+生活いやし(霊的いやし以後,使徒13:6-12,使徒16:16-18,使徒19:8-20)→ いやし地教会(専門家/医療関係者中心+い

やしタラッパン(病気になった者中心)+いやしセンター(地域を参考) 

 

10)核心訓練(5月26日)→ 第12,3,3 RUTC時代(18)-私を見る目(使徒1:1,3,8) 

▲問題(答え)、葛藤(祝福された更新)、試み(待つこと)→ メッセージと答えを味わうこと 

①結論(終わり)が見える→ 使徒1:1,3,8 (これで終えればサタンがあきらめるようになる) 

②神様に用いられる生活は→ 単純だ(使徒1:1,3,8→ 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,24/25/永遠)  

③神様が造られた生活→ 刻印(神様のこと)+根(神様がくださったこと)+体質(神様によって)→ このときからは、驚くべき

働きと変化が起きるようになる。 

④結論-すべての世界の流れを変えられる。(証人-家系/現場/時代→ 9つのポイント-神様+人+時刻表) 

 

11)区域教材(5月27日)→ 21課:伝道者の生活(本質3)-マルコの屋上の間の契約(使徒2:16-21) 

週間メッセージの流れ(2018.5.20.-2018.5.26.) 


