
2018年11月11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 (41)－ テキコ・メディアグル

ープ －「変化する時代と使命」(コロ4：7－8) 

聖日１部：神様が急いで準備されること (マコ16：15－20) 聖日２部：ともに、インマヌエル、ワンネス (マタ28：20) 伝道学：伝道者の生活と第1、2、3 RUTC時代 (41)「教会の中の伝道シス

テム」(コロ4：7－8) 

 

1．変化する時代 (ユダヤ人、ローマ、初代教会) 

1) 第4次産業 

2) 危機 

3) 機会  

 

2．私、私たちの使命 (霊的問題)  

1) 水準 

2) 基準 

3) 標準  

 

3．私、私たちの方法 (正解、解答、答え) 

1) ただ  

2) 唯一性  

3) 再創造  

 

核心：第1、2、3 RUTC時代 (41)「最高の伝道者たち」(ロマ16：1－2) 

 

 

1．時代の人  々  

1) モーセ五書 

2) 大預言書、小預言書 

3) パウロ書簡 

 

2．今日の人  々

1) 使1：1 

2) ロマ16：1－2 

3) コロ4：7－8 

 

3．未来の人  々

1) 癒しの働き 

2) サミットの働き 

3) MCK、TCK、NCK 

＊序論 

▲今日は、RU(Remnant University)の聖日だ。「神様が急いで準備される

こと、見ること」は何か。 

 

1.救いの祝福(16節、イエス・キリストにあって終わり) 

▲みなさんが緊急に捜し出すことがある。16節に「信じてバプテスマを受

ける者は、救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。」と

言われた。みなさんがイエスを信じる瞬間に終わるのだ。信じる者に

はこういうしるしが伴うだろう。わたしの名で悪霊を追い出し･･･このこと

ばがなぜ出てきたのか。韓国の人90%が法事および悪霊をおがむ。そ

れに勝つだろう。ニューエイジ運動,フリーメイソン運動が何か。霊にと

りつかれる運動をする。イエス様が初めに(マルコ3:13-15)「彼らを身近

に置き、また彼らを遣わして福音を宣べさせ、悪霊を追い出す権威を持

たせるためであった。」最後にマルコ16:17-18「信じる人々には次のよ

うなしるしが伴います。すなわち、わたしの名によって悪霊を追い出

し、新しいことばを語り、蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決して害を

受けず、また、病人に手を置けば病人はいやされます。」終わったの

だ。信じてバプテスマを受ける者は救われる。 

▲今日からみなさんは、質問がなくなるように願う。今から何の心配もし

なくてもかまわない。わたしがあなたと力でともにいると約束された。 

 

2.霊的な力を持って福音を伝える(20節) 

▲20節に「そこで、彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は

彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなも

のとされた。」この祝福を味わった教会が、マルコの屋上の間教会、ア

ンテオケ教会、ローマ16章の人々だ。その祝福を受けて、それを握りな

さいということだ。いま、滅びていく人がこの地にぎっしり埋まった。主

のしもべは、霊的な力を持って、このことを多くの人々に伝えなさい。 

 

3.天下万民にあまねく通いながら福音を伝える(15節、20節) 

▲神様が最も緊急に思われることは何か。それを握れば、残りは付いて

くる。神様がパウロを用いられた理由は、命をかけて最も緊急なのをし

た。霊的に死にかかっているローマに最も緊急なのをしたのだ。ロー

マも見なければならない！ローマでもあかししなければならない！恐

れてはならない、パウロ。あなたはカイザルの前に立たなければなら

ない。これを悟った人たちが行くところがRUだ。 

▲15節、「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えな

さい。」20節に「彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は彼

らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなもの

とされた。」 

 

＊結論 

▲神様が最も緊急にご覧になることを回復しなければならない。みなさ

んは神の子ども、本当にイエス様は約束を破られなかった。一番初め

になさったみことば、マルコ3:13-14「彼らを身近に置き・・・」一番最後に

なさったみことば、マタイ28:20「わたしは、世の終わりまで、いつも、あ

なたがたとともにいます。」今でも３つののろいを解決するキリストとし

て、目に見えない神の国、ただ聖霊で・・・本当に答えを受けるこの祝福

を回復することを望む。 

＊序論 - 1000年の答え 
▲実際に237か国をどのように生かすのか。考えてみる必要がある。
ひとまず聖書にこれが可能だったのか。 

1)レムナント7人にあった(ヨセフ). 
2)バビロンでも起きた。(ダニエル、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴ) 
3)初代教会-パウロを通して起きた。 
▲この人々の特徴があった。全部、神様が1000年の答えを与えられ
た。神様はこの答えを与えようと探しておられる。それゆえ、簡単に
契約を握らなければならない。世界福音化、多民族、神殿建築する
とき、契約を握らなければならない。この人たちには3つの特徴が
あった。 

 
1.ともに-神様とともにいる奥義を持っていた。 
1)レムナント7人の特徴が全部「今日」だった-ヨセフ(奴隷)、ダビデ(羊
飼い、ゴリヤテの前で)、ダニエルが一日に三回ずつ祈って受けた。 

2)共通点が難しいときにみな受けた。 
3)全世界に危機がきたとき、神様はこの人たちを用いられた→ 使徒

2:1-4、風のような炎のような働きが起きた。使徒2:9-11、15か国が
世界を開く門だった。 

 
2.インマヌエル-神様が私と弟子とともに、敵を通して 
▲神様が多民族の門をあけられるとき、インマヌエルの契約を味わう
人々に、この答えを与えられた。神様が私とともに、神様を信じる弟
子とともに、はなはだしくは敵を通しても千年の答えがきた。 

1)奴隷になったとき 
2)強い国が攻め込んだとき(戦争) 
3)捕虜になって行ったとき 
4)属国になったとき 
5)次世代が散らされて,流浪民族になったとき 
▲このようにならないように、神様はみなさんとレムナントを通じて全
部237か国を生かしなさい。すべての民族に福音が宣べ伝えられた
後に終わりが来ると言われる。 

 
3.ワンネス-主の聖霊で同時にともに。 
▲ワンネスになる人を通して世界福音化をされた。1+1+1=1、これが神
様のワンネスだ。 

1)神様が聖霊にすべての世界とともにおられる。(使徒1:8) 
2)ヨハネ14:16-17、助け主聖霊を送って、あなたがたと永遠にともにい
る。(分与-聖霊の人に同時にともにおられる) 

3)使徒13;1-4、使徒19:1-7、それゆえ、聖霊の導きを受けるために祈っ
たのだ。 

▲ただイエスがキリストを宣べ伝えるのだ。そして、237か国を生かさ
なければならない。 

 
＊結論 
▲今日、みなさんが237か国を生かす答えを受けてこそ、世界を知っ
ていることで、世界を知ってこそ世界宣教するのだ。そうすれば、じ
っとしていても千年の答えがくる。 

1)行く多民族宣教-死んでいく現場を見なさい 
2)来ている多民族-行ってみないでは来ている人が大切なことが分か
らない。 

3)行っている私たちのレムナント-今日から取りまとめなさい。 
▲今日、契約を正確に握るようになることを望む。 
 

1．20の戦略と地教会  

 

2．テキコチーム  

 

3．癒しチーム 

 

4．サミットチーム 

 

5．伝道チーム  

1) 黄金漁場   2) 62   3) 死角地帯、わざわい地帯 

 

区域教材45課：みことばの根 ④神様の保証 「聖書」(Ⅱテモ3：14－17) 

 

聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練と

のために有益です。それは、神の人が、すべての良い働きのために

ふさわしい十分に整えられた者となるためです。 (16－17節) 

 

序論 / 神様がみことばを与えられた目的 (ヨハ20：31) 

1．イエスはキリストであることを信じさせるためである 

2．イエスは神の御子だということを信じさせるためである 

3．イエス・キリストの御名によって、永遠のいのちを得させるためであ

る 

 

本論 / 

1．神様のみことば － 信じるべき部分 

1) 創1：1－13、ヨハ1：1－14 － みことばで天地創造 

2) へブ4：12 － 今も生きて働かれるみことば 

3) イザ40：8 － 永遠のみことば 

4) マタ5：17－18 － 一点一画もすたることなく成就されるみことば 

5) 黙1：1－3 － 過去と現在と未来のことについてのみことば 

6) ロマ15：4、Ⅰコリ10：11、Ⅱペテ2：6 － 末世のとき、鏡になるみこと

ば 

 

2．神様のみことば － 発見して体験すべき部分 

1) 優越性 － 救い (使4：12、ヨハ14：1－6) 

2) 正確性 － 確実 (マタ5：17－18、黙1：1－3) 

3) 永遠性 － 未来 (イザ40：8、マタ24－25章、Ⅱテモ3：1－7、黙12：1

－9、ロマ16：25－27) 

4) 完全性 － 解答 (マタ16：16、ヨハ19：30) 

 

3．神様のみことば － 答えを受けるべき部分 (使1：8、聖書的伝道戦

略20) 

1) 5つの基礎 － 唯一性5つ (タラッパン、チーム働き、ミションホーム、

専門教会、地教会) 

2) 5つの訓練 － ともに(With)するキャンプ人生 

3) 5つのシステム － 持続的に現場を生かすシステム (弟子) 

4) 5つの未来 － 文化と流れを変える5つの未来の準備 

 

結論 / 契約 (永遠の契約、時代的な契約、講壇メッセージ) と私の裏面

契約単回説(パク・ヒョンリョン牧師、1897－1978)、反復説(純福音)、持

続説 (ヘルマン・バーフィンク、1854－1921) 



 

 

1)聖日1部(11月4日)→批判してはならないことと批判すべきこと (マタ7：1ー6) 

▲神の子どものことばには権威がある。(箴言6:2,ヨブ3:25,Ｉヨハネ4:18-19,Iペテロ5:7-9,ヤコブ3:4-5,マタイ16:19) 

①祈り答えの奥義(ことばを変えなさい)-人々にすることば(許しのことば)、神様にすることば(祈り)、自分自身に言うことば

(岩の上に作る人生告白) 

②批判すること-福音を離れたこと。私のCVDIPをいつも確認して話しなさい。 

③結論-今日私の人生を変える時刻表になるように! 

 

2)聖日2部(11月4日)→契約の中にいる人 (マタ8：5ー13) 

▲レムナントが世の中に出て行く前に、神殿建築を控えてどんな信仰を持つべきか→ あなたの信仰のとおりなるように！

(マタイ8:13).霊的な祈りはすべての現場に働くことができる。 

①神様の絶対主権を信じる信仰の隊列に立ちなさい 

②神様の絶対方法(イエス・キリスト)を知る信仰の隊列に立ちなさい 

③神様の絶対計画を知る信仰の隊列に立ちなさい 

④結論-民14:1-10,I歴代29:10-14,どちら側に立つのか。 

 

3)区域教材(11月4日)→ 45課:(みことば根3)神様のみわざ「聖霊」 (ヨハネ14:16-27) 

▲結局、今この時代は、サタンサミットか、聖霊サミットか。私たちがどのように聖霊サミットになるのか。使徒1:8約束から信

じなさい。私たちが受けた祝福の中で最も大きい神様のみわざが聖霊の働きで、今、私たちに残っている祝福の課題は

聖霊サミットの祝福を味わうことだ。 

①聖霊の働きを体験しなければならない3つの部分-聖霊内住、聖霊の導き、聖霊の満たし 

②聖霊の満たしを体験すれば-福音が悟れる伝道運動が起きる。 

③どのように聖霊の満たしを体験するのか-神様の約束だから信じれば良い。 

④結論-必ず私だけの聖霊の満たしを味わう幸せな時間を持ちなさい(24祈り) 

 

4)朝食会堂会(11月4日)→ 伝道の旅程 

①教会の中-使徒1:14,使徒2:9-11,使徒2:41-42 

②現場の出会い-使徒3:1-2,使徒8:4-8,使徒8:26-40 

③職業の現場-タラッパン,ミッションホーム,地教会 

④隠された現場(7つ)-空いた所(TCK),疎外されたところ(難民,脱北者),捨てられたところ(教育,NCK),暗やみ地帯(青少年犯罪),

死角地帯(病気になった者),わざわい地帯(中毒),未来地帯(人材) 

⑤ローマ16章-秘密決死隊,ホーリメイソン(Holy Mason),RM(Remnant Ministry) 

⑥結論-いやしの働き(伝道訓練された弟子+医療関係者+教役者) 

 

5)テキコの集い(11月4日)→ コロサイ4:7-8,テキコ 

①テキコチーム-事情、慰め、みことばと祈り 

②集中チーム-機関,区域,聖日学校 

③黄金漁場チーム-教会内,7現場,キャンプ 

④いやしチーム- 237か国,霊的問題,呼吸/祈り/みことば 

⑤カウンセリングチーム-弟子(地教会),メッセージ,方向 

 

6)重職者大学院(11月4日)→ 紅海,ヨルダン,エリコ(民14:1-10) 

▲神様はみなさんを500年ぶりにサミットとして呼んで祝福を注がれる(CVDIP) 

①1000年の答え-ヨセフ(創世記3:15),モーセ(出3:18),オバデヤ,使徒1:14,使徒11:19,使徒12:1-25,ローマ16章 

②奇跡-紅海/ヨルダン/エリコ,敵/暗やみの勢力は完全に崩れる,信仰で行きなさい。 

③ただ,唯一性,再創造の答えを備ておかれた-契約の箱(契約),幕屋運動(キリスト),三つの祭り(救いの旅程) 

④結論-神様が必ず戦わないで勝利、成功する座に,世界福音化を成し遂げられる。 

 

7)第12次社会福祉使命者大会(11月6日)→  

▲1講:未自立個人を生かす伝道福祉(使徒1:8) 

①個人いやし- TCK(空いた所),難民(疎外されたところ),NCK(捨てられたところ),青少年犯罪(暗やみ地帯),病気になった者(死

角地帯),中毒者(わざわい地帯),人材(未来地帯) 

②回復(集中)-過去の人X,新しい人O,再創造の人 

③使命者-いやし,サミット,自立することができるようにさせなさい。 

④結論-個人を完全に使命者とすることができる最も唯一の答えが伝道福祉だ。 

▲2講:未自立教会を生かす伝道福祉→ 教会化(使徒1:8) 

①伝道福祉使命者にさせなさい-使徒1:14,使徒2:9-11,使徒8:26-40,使徒18:1-4,使徒18:24-28,ローマ16:1-27 

②いやし福祉使命者にしなさい-使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒13章/16章/19章 

③サミット福祉使命者にしなさい-使徒17:1,使徒18:4,使徒19:8 

④結論- Healing School,Summit School,福祉School→ 教会化! 

 

8)第46次いやし使命者大会(11月6日)→ いやし時代 

▲これからは、いやし時代でなければならない。使命を正しく与えて、伝道者になるようにさせなければならない。 

①肉体の病気-福音+聖霊の満たし,心/考えいやし、肉体いやしが起きる。 

②不治の病(ガン)-深い祈り(関係ないように),深い呼吸,深い食べ物 

③霊的な病気(うつ病、各種精神疾患)-脳いやし(黙想,集中,生かすこと) 

④結論-いやしの働きの7つの鍵(神の子ども-聖霊でともに、サタンの背景から回復,神様に集中,24時幸せ,25時力,再創造-

身分回復,天国背景-権威).いやし働き院(医師+栄養士+みことば訓練させる弟子) 

 

9)産業宣教(11月10日)→ OMCと第1,2,3RUTC時代(41)- (テキコとメディアグループ)変化する時代の使命(コロサイ4:7-8) 

▲メディアグループ-信仰生活するのが難しいが信仰生活を主導した。人中心(神様中心),事件中心(神様の計画中心),論争

中心(神様の働きを見るのだ。) 神様がくださる最高の力,上からくださる力を持っていなければならない。 

①変化する時代(4次産業,危機)→ 機会 

②私、私たちの使命(霊的問題)→ 神様の水準、基準,標準で見なさい 

③私,私たちの方法(正解,解答,答え)→ ただ,唯一性,再創造.。常に考えなさい。 

④結論- CVDIP（弱さ,ビジョン,みことばと祈りの中で見つけなさい。必ず成就する。今日小さいこと一つを実践しなさい。そう

すれば、人生作品に変わるようになる→ 今日から目標を決めなさい+毎日一つずつ実践しなさい+記録しておきなさい+

最高に挑戦しなさい(神様の最高栄光が現れるように)+Nobody(みなさんを通して,誰もできないことを神様がなさるだろう) 

 

10)伝道学(11月10日)→ 伝道者の生活と第1,2,3RUTC時代(41)-教会内の伝道システム 

▲教会内の伝道システム→ 20戦略と地教会(カウンセリングチーム)+テキコチーム(事情,メッセージ,霊的状況)+いやしチー

ム(たましい,考え/心,肉体いやし)+黄金漁場チーム(機関/区域/聖日学校,重職者,7か所黄金漁場チーム→ キャンプ)+サミ

ットチーム(専門家,1泊2日みことばフォーラム,専門家証人をたてなさい) 

 

11)核心訓練(11月10日)→ 第1,2,3RUTC時代(41)-最高の伝道者(ローマ16:1-2) 

▲みなさんが1000年の答えを受けなくては世界宣教できない→ レムナント+レムナント運動する人々+伝道者を助けた者

が1000年の答えを受けた。 

①メディアを通して重要な契約を伝達した人-記録(モーセ五書、大預言書、小預言書、パウロ書簡記録→ 契約伝達-福音資

料を残すのがメディア中のメディアで,メディアの内容だ) 

②契約の内容を伝達する正しい神学生→ 契約を正しく握らなければならない。(アロン サムエル,エリヤ/エリシャ,ハガイ/

エズラ,ペテロ/パウロ) 

③正しい神学生を育てた正しい学校(RTS,RU)に1000年の答えを与えられた-申6:4-9,Ｉサムエル7:1-15,Ⅱ列王6:8-24(ドタン

の町),イザヤ62:6-12(万民-見張り人),使徒19:8-20/使徒19:21/使徒23:11/使徒27:24(ツラノ運動-ローマ) 

④結論-決定(私のCVDIP),作品(毎日目を開けば最高の栄光を受けてください!+偉大な働きを私に与えてください!+5つの力と

1千万弟子を生かすようにしてください!) 

 

12)区域教材(11月11日)→ 45課:(みことば根4)神様の保証-聖書(Ⅱテモテ3:14-17) 

週間メッセージの流れ (2018.11.04.-2018.11.10.) 


