
2018年7月8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 RUTC時代 (24)－ 世界産業宣教会専門別

集中訓練 第2講 －「専門家癒しとサミット － 文化癒しとサミッ

ト」(使13章、16章、19章) 

聖日１部：弟子を召された理由 (マコ3：13－15) 聖日２部：霊性訓練ができる神殿を建築しなければならない (マコ

5：1－15) 

伝道学：伝道者の生活と第1、2、3 RUTC時代 (24)「再創造」(Ⅱコリ5：17) 

 

1．接神運動をする団体を癒すサミット 

1) 創3：4－5 

2) 創6：4－5 

3) 創11：1－8 

 

2．文化を暗やみに変える者たちを癒すサミット 

1) 使13：5－12 

2) 使16：16－18 

3) 使19：8－20  

 

3．ローマを癒すサミット 

1) 使19：21 

2) 使23：11 

3) 使27：24 

 

核心：第1、2、3 RUTC時代 (24)－ 世界産業宣教会専門別集中訓練 

第3講 －「専門家癒しとサミット － 専門家伝道者の最後の働き」(マタ

27：25) 

 

 

1．わざわいの中にある現場を変える癒しのサミット 

1) 主人を変えなければならない (ヨハ8：44) 

2) 背景を変えなければならない (出20：3－5) 

3) 霊的状態を変えなければならない (マコ5：1－10) 

4) 生活の状態を変えなければならない (使8：4－8) 

5) 故郷を変えなければならない (ルカ16：19－31) 

6) 次世代を変えなければならない (マタ27：25) 

 

2．集中対象と内容を変える癒しのサミット 

1) 24の内容 

2) 24の方向 

3) 24の目標  

 

3．現場の中の現場を変える癒しのサミット 

1) インターンシップ 

2) 宣教地伝道現場 

3) 脱北者、多民族、3企業 

＊序論 

▲世界レムナント大会がもう少しすれば開かれる。私たちが何を持って

伝達すべきなのか。不信仰と宗教は多くの受けた祝福をのろいにす

る。本当に、福音と神様の人々は、のろいの中に入れておいても、祝福

にする。大部分の人々が、祝福を全部変えて、わざわいにして、のろい

にする。イスラエルがそうだった。 

▲今日の本文を持って、みなさんが味わって、次世代に伝達しなければ

ならない内容は何か。主がお望みの者を呼ばれたと言われ、呼ばれ

た理由を説明された。 

 

1.「彼らを身近に置き」 

▲彼らを身近に置くために呼ばれたと言われた。私も他の人を助ける力

もなくて、他の人も私を手助けする人もないのに、イエス様の最初の約

束が、わたしがあなたがたを呼んだのは、あなたがたとともにいるた

めだ。どのようにともにおられるのか。正確に神様がみことばで働いて

おられる。キリストを送って、３つののろいを崩しておられる。さらに驚

くべき事実は、聖霊でともにおられる。完ぺきにともにおられる。レム

ナントがどこへ行こうが、主がともにおられる事実的な証拠を味わって

話せるように伝達しなければならない。 

 

2.「また彼らを遣わして福音を宣べさせ」 

▲そして「また彼らを遣わして福音を宣べさせ・・・」伝道は、難しいことも、

やさしいこともない。私とともにおられる答えを語ってあげるのだ。これ

が私たちが受けなければならない祝福で、レムナントに伝達しなけれ

ばならないことだ。このときから伝道の門がずっと開かれた。私は契約

だけ握って、信じただけなのに・・・行く所ごとに不思議に答えが来た。

神の国、!これがイエス様が約束されたことだ。(使徒1:8)ここで62の生活

が継続されて、答えがずっと来た。このような祝福と答えを、みなさん

は受ける資格があって、レムナントに伝達する義務があるのだ。 

 

3.「悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。」 

▲3番目に「悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。」あなたは、

主イエス・キリストの御名で悪霊と戦って勝ちなさい。今日、みなさんが

神様の契約を本当に握って、レムナント、信じない家族、苦難を受けて

いる家族に伝達しなければならない。 

▲私たちのレムナントがどこへ行っても、ヨセフのように、神様に対する

奥義を持って生きるようにさせてあげなければならない。私たちの長

老、重職者の方たちがどこへ行っても、プリスカ夫婦、ガイオのように

神様の力を持って生きなければならない。みなさんは神の子どもだか

ら、神様のみことばを本当に信じれば、働きが起きるようになってい

る。神様のみことばは、今でも正確に成就していて、聖霊は今でも正確

に働いておられ、悪霊は今でも正確に人を滅ぼしている。 

 

＊結論 

▲神様の人々とレムナントは、全く恐れる必要はない。未来を心配する必

要もない。ある面では、計画も必要ない。その程度に契約を握ってしま

えば働きが起きる。神様が私を呼ばれ、ご自分とともにいるようにさ

れ、世の中を生かす伝道もさせてうださり、行く所ごとに暗やみの勢力

は逃げるようになる権威があることを知って味わいなさい。この答えを

すべての次世代に伝達する、そのような重要な時刻表になることを主

イエスの御名で祝福します。 

＊序論－機会 
▲私たちは霊性訓練ができる神殿を準備しなければならない。私たち
は機会をのがしてはならない。 

1)モーセ-神様が何も持たない老人になったモーセを呼ばれた。イス
ラエル民族を連れて出て、幕屋運動ができる機会を与えられた。こ
れは、すべての偶像を防ぐのだ。 

2)幼いダビデ-神様が幼いダビデを呼んで、偶像を防ぐ神殿運動をす
ることを約束で与えられた。この機会をのがさなかった。 

3)アラム、アッシリヤ、バビロンが攻めてきて捕虜になっていった。こ
のとき、神様がドタンの町運動するエリシャを用いられた。神様がバ
ビロンで大きい偶像と戦う三人の青年、ダニエル、こういう人物を用
いられた。 

▲聖書で最も重要な答えを与えた人々だ。 
4)初代教会-ローマが全地域に神像を作る時に、この契約を正しく握っ
た人々に、すべてを回復させてくださった。 

▲なぜ、このようなことに神様はすべての答えをすべて与えられるの
か。 

 
1.3つの運動 
▲昔から今まで3つの運動がある。 
1)エデンの園運動(創世記3章運動) 
2)ネフィリム運動(創世記6章運動) 
3)バベルの塔運動(創世記11章運動) 
▲はたして、これを防ぐ教会、国はどこなのか。本当に契約を握った
人に、神様はこのことをなさるだろう。 

 
2.地球上に12の問題がずっと起きている。 
1)偶像と文化を作って、人々を落とし穴に落とし込んでいる。(創世記3
章、6章、11章) 

2)人々が陥るように枠を作っている。(偶像神殿、使徒13章、16章、19
章) 

3)ここにすべての人が滅ぼされるように、わなを作った。(ヨハネ8:44に
捕えられるように、これで6つの問題がくるのだ) 

▲これを防ぐ教会を作るのだ。 
 
3.精神病時代を防ぐ教会 
1)マルコ5:1-15の人々がいやしを受けられる教会 
2)瞑想運動を防げる教会 
3)うつ病、パニック障害、躁うつ病の人々がとてもたくさん起きている。 
 
＊結論-神殿建築とともに準備しなければならない3つのこと 
1)ヒーリングスクールを準備しなさい。 
(1)中毒に陥った人 (々2)精神的に病気になっている人 (々3)芸能関係の
人々の病気 

2)サミットスクール-本当にレムナントを生かすサミットスクールを必ず
しなければならない。 

3)237か国を生かす多民族スクールを必ずしなければならない。 
▲これを誰が正しく準備するかにしたがって、神様がすべての答えを
与えてくださるだろう。インマヌエル教会は、神様が何を希望される
のか、時代的な目を開いて見なければならない。この祈りを最も平
安に、幸せにしなさい。神様は想像できない力を与えられるだろう。
24、まことの平安、まことの幸せ、まことの力、これを味わう祈りをし
なさい。今まで神様のみことばを整理しながら祈ってみなさい。す
べてを祈りにつなげてみなさい。 

 

1．私を再創造される神様   

1) マタ16：13－20   2) ガラ2：20  3) ピリ3：1－21 

 

2．私のことを再創造される神様 

1) 7人のRemnant   2) ヘブ11章  3) ロマ16：1－27 

 

3．現場を再創造される神様 

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27課：伝道者の生活 (本質⑨)刻印、根、体質(ガラ2：20) 

 

私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きている

のではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉

にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった

神の御子を信じる信仰によっているのです。(20節) 

序論 / 刻印(答え)、根(実)、体質(生活) 

本論 / 

1．刻印 → 福音の刻印 (始まり － 答え) 

1) 刻印の内容 

(1) 根本契約の刻印 － 使1：1、3、8 

(2) 正しい考えと生活の刻印 －ガラ2：20 

① 持つこと (マタ16：15－16) － 「あなたは生ける神の御子キリス

トです」 

   ② 味わうこと (マタ16：17－19) － 岩、権威、天の御国のかぎ 

2) 新しい刻印の方法 

(1) まず捨てるべき誤った刻印 (マタ5：1－7：28、13：1－58、16：13－

20、17：1－9、使1：1－8、14、11：1－18) 

(2) 新しい刻印のための実践 － 福音 (みことばの聞くこと、黙想、

記録、書き取り、伝達) ＋ 祈り (定刻、常時、深い(集中)祈り) 

3) 新しい刻印の結論 － キリストで十分 (ヨハ19：30、詩23：1、コロ2：2

－3、ピリ4：13) 

2．根 → みことばの根 (実) 

  － ただ神様のみことばで私の霊的状態と根を変えること 

1) 不信仰の根本の根を除去 － サタンがもたらした12の問題 

2) 新しい根 (コロ2：6－7) － 根本の根(使1：1、3、8)、みことば(福音)の

流れ 

3) 聖書の7人のRemnantが下したみことばの根 － 創37：1－11、出3：1

－18、Ⅰサム1：9－11、3：19、16：13、17：1－47、Ⅱ列2：9－11、イザ

6： 13、7：14、使9：15、Ⅱテモ3：14－17 

4) 実践すること － 使1：1－8の契約を握った神様の御前で静かな時

間、真実な時間、癒しの時間、集中の時間 (使1：14、2：1) 

5) 新しい根の結論 － キリストは完全 (黙1：1－3、へブ13：8) 

3．体質 → 祈り、伝道の体質 (生活 － 証人) 

1) 新しい体質 (Ⅱコリ5：17、ガラ2：20、ロマ16：1－27) － 3つの今日 

(ピリ1：9－10、4：6－7) 

2) 新しい体質の始まりと内容 － 始まり (使1：1、3、8)、内容 (生活の

本質21) 

3) 実践すること － 毎日刻印の時間 ＋ 根の時間 ＋ 体質の時間 

→ 3サミットの準備 

4) 新しい体質の結論 － キリストはすべて (コロ2：2－3、ピリ3：1－

21、Ⅲヨハ1：2) 

結論 / Ⅱコリ5：17、ガラ2：20 



 

 

1)聖日1部(7月1日)→ 末世教会 (マタ25：1ー13) 

▲契約を正しく握ってこそ、答えを受ける。三つの祭りの契約(過越祭-出エジプトと暗やみからの解放、五旬節-聖霊の導き

と働き、収穫祭-天国の背景) 

①五旬節は-荒野の道を通り過ぎるとき、最も急に悪化したときに与えられた契約 

②五旬節は-契約をのがして捕虜になったときに回復した契約 

③五旬節は-最後の混乱の時代のときに勝てる力を受ける契約 

④結論-私はなぜ五旬節の契約を握って体験しなければならないのか→ まことの福音+まことの力+まことの教会が何か

証明しなければならない。 

 

2)聖日2部(7月1日)→ Remnant運動 (マタ28：16ー20) 

▲なぜ産業技能宣教をするべきなのか→ 12の問題解決+暗やみ文化束縛 

①すでに与えられた天の権威を確認－ヨハネ1:12、ヨハネ14:16-17、使徒1:8、ヘブル1:14、ルカ10:19、ピリピ3:20、マタイ28:20 

②すでに与えられた地の権威を確認－創世記3章、創世記6章、創世記11章、使徒13章、使徒16章、使徒19章、未信者状態6

つ(ヨハネ8:44)に勝つ権威 

③すでに約束された「わたしが世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいます!」-天国の背景(主の使い)、今でもサタン

と暗やみは縛られるようになっている。 

④結論-福祉+NGO+Elite Healing+3企業+レムナント企業→ 契約を選択しなさい。 

 

3)区域教材(7月1日)→ 26課:本質8- 24時、25時、永遠(ローマ16:25-27) 

▲どんな状況の中でも、私が24時する部分が何かにしたがって、人生が決定される。傷、あかし、人の話で24時すれば、だ

めだ。 

①24時- 24時ともにおられるキリストの奥義を味わいなさい(使徒1:1,3,8→ 使徒2:42→ 結果は使徒2:1-47、5つの力/時刻表

/門が開く) 

②25時-神様の力と知恵(ローマ16:25-27)→ 私たちはここに証人になるのだ。 

③永遠-私の生活が伝道と宣教に用いられて、救われたいのちを残すのだ。(世界福音化) 

④結論-私の24時を変えなさい。神様の絶対時刻表、絶対計画、絶対目標を見つけて、その中にいなさい。そこに私の生活

をささげなさい。私たちの教会が正確な契約の福音を持っていれば、神様は世界で一番美しいことで答えられるようにな

っている。 

 

4)朝食会堂会(7月1日)→ マタイ24:14(3今日)+弟子+まことの地教会 

①レムナントらが3つの今日という時刻表の中にいることを確認しなければならない。私が伝道しに行かなくてもたしかに救

い、みことば、祈りは成されている。(マタイ28:16-20,使徒1:8,使徒13:48) 

②3つの今日を確認するならば、弟子という時刻表が見える。(使徒2:9-11,使徒11:19,ローマ16:25-27) 

③そうすれば、まことの地教会の時刻表が出てくる。(まことの福音発見+まことの弟子+いやしとサミットを育てるまことの地

教会) 

④結論-レムナント1人1人を尊く見ながら、3つの今日をチェックしなさい。レムナントは、すでに勝利の旅程、,成功の旅程を

行っているのだ。この時刻表の中にいるのか確認してみなさい。 

 

5)テキコの集い(7月1日)→ 最後の機会(時代) 

①祈りが何なのかを知らせる最後の機会→ 荒廃した霊的状態から生かしなさい。霊的な病気(創世記3:4-5,創世記6:4-5,創

世記11:1-8)→ 3団体は瞑想を持ってこれを体験させている(無我状況で,他の世界、唯我独尊)→ 私たちは黙想を持って

創世記3:15,創世記6:14,創世記12:1-3を刻印させるのだ。(この契約を黙想する定刻、24時の時間を持ちなさい。そして、こ

れらを超える25時を体験しなさい→ 霊的サミット!) 

②ここから出てくる答えが→ 技能サミット(再創造の働き) 

③この2つ(霊的サミット,技能サミット)で出てくる答えが→ 文化答え(戦わないで勝利) 

④結論-世界福音化するレムナントがメッセージを握って科学的に祈りが何かを理解しなさい。 

 

6)産業宣教(7月7日)→ OMCと第12,3,RUTC時代(24)- (世界産業宣教会専門別集中訓練2講)専門家といやしとサミット-文化の

いやしとサミット(使徒13章,16章,19章) 

▲1講:24 WITH Setting(いやし-流れ-答え)、2講は「25時の主役」→ サタン(黙示12:9,エゼキエル28:13,エゼキエル28:17)の働

きを知って世の中を生かしなさい! 

①事件(接神する団体をいやすサミット)-創世記3:4-5エデンの園事件、創世記6:4-5ネフィリム事件、創世記11:1-8バベルの

塔事件→ これに勝つように、みなさんを呼ばれた。 

②経済(文化を暗やみに変える者をいやすサミット)-使徒13:5-12魔術師、使徒16:16-18占い師、使徒19:8-20偶像 

③問題(ローマをいやすサミット)-使徒19:21,使徒23:11,使徒27:24 

④結論-新しい開始(問題が問題ではなくて、答えが答えでない。本当の答えは神様が私とともにおられることだ)→ レムナ

ント7人、ヘブル11章、初代教会(使徒1:1,3,8,使徒1:14→ 25時答え/使徒2:1,使徒3:1,使徒13:1-4,使徒16:7-10,使徒19:1-7) 

 

7)伝道学(7月7日)→ 伝道者の生活と第1,,2,3RUTC時代(24)-再創造(Ⅱコリント5:17) 

▲新しい被造物、Ⅱコリント5:17、これをよく適用しなければならない。 

①孤独→ 神様が造られた私を発見するのだ。(マタイ16:13-20、ガラテヤ2:20、ピリピ3:1-21) 

②困難→ 神様がくださった私のことを発見するのだ。(レムナント7人,ヘブル11章,ローマ16:1-27) 

③危機→ 神様が備えられた私の現場を見て、その現場に再創造の働きを成し遂げようとするのだ。(使徒3:1-12,使徒8:4-8,

使徒13章/16章/19章) 

④結論→ このようになれば、現場の時刻表になるとき、みことばが成就するのを見るようになる。 

 

8)核心訓練(7月7日)→ 第1,2,3,RUTC時代(24)- (世界産業宣教会専門別集中訓練2講)専門家いやしとサミット-専門家伝道者の

最後の働き(マタイ27:25) 

▲1講(24時WITH)、2講(25時)、3講(永遠→ Iテサロニケ2:19,マタイ27:25,備えられた人-今日、備えられた人/忠実な者/弟子

を見つけなさい。使徒8:26-40/使徒9:15/使徒10:1-45/絶対弟子) 

①未信者(わざわいの中にある現場を変えるいやしサミット)→ 主人を変えなさい(ヨハネ8:44)、背景を変えなさい(出20:3-5)、

霊的状態を変えなさい(マルコ5:1-10)、生活の状態を変えなさい(使徒8:4-8)、故郷を変えなさい(ルカ16:19-31)、次世代を

変えなさい(マタイ27:25) 

②病気(集中対象と内容を変えるいやしサミット)→ 24時の内容(使徒1:1,3,8)+24時の方向(神様に向かって24時の方向)+24時

の目標 

③次世代(現場中の現場を変えるいやしサミット)→ インターンシップする産業人、宣教地伝道現場、脱北者/多民族/3企業

→ 永遠な答えを与えなさい 

④結論→ 神様の目標は、みなさんが絶対目標の中に入っていることだ。(出エジプト-イテロ/ラハブ、オバデヤ/ダニエル、

ローマ16章の重職者産業人/ローマ16:25-27)専門別集中訓練1-3講の祝福の中に入って、見える時まで捜し出しなさい! 

 

9)区域教材(7月8日)→ 27課:伝道者の生活(本質9)-刻印、根、体質(ガラテヤ2:20) 

週間メッセージの流れ(2018.7.1.-2018.7.7.) 


