
2019年5月12日  週間メッセージ祈りのカード  “2019年第1,2,3 RUTC実現-過去の枠を壊して新しい枠を整えるべき-別のシステム+単独システム+第三のシステム”   (資料提供: 世界福音化常任委員会インターネット総局http://data.rutc.com) 

産業宣教：OMCと第1、2、3 RUTC 実現 (17)－ 専門別役員集中訓練 

1講 －「水準、基準、標準」(使1：1、3、8) 

聖日１部：両親にくださった神様の力 (申6：4－9) 聖日２部：オバデヤの献身 (Ⅰ列18：1－15) 伝道学：伝道者の生活と第1、2、3 RUTC 実現 (17)「カルバリの丘の体

験」(ヨハ19：30) 

 

1．水準 － 私の過ちを知る最高の土台  

1) 始まり － カルバリの丘、オリーブの山、マルコの屋上の間 

2) 方法 － 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) 目標 － 刻印、根、体質  

 

2．基準 － 私の弱さと私がすべきことを知る最高の基準 

1) 感謝と祈り 

2) みことばの流れと祈り  

3) 集中と祈り 

4) 癒しと祈り 

5) 未来と祈り  

 

3．標準 － 私の乏しさを知る最高の方法  

1) サミットの道7つ － 神様が私にくださったこと三つ 

2) 世の中を変える流れ9つ  

3) 生活の人生作品20の伝道戦略   

 

核心訓練：第1、2、3 RUTC 実現 (17)－専門別役員集中訓練 2講 －

「専門産業人がまず見つけるべき生活」(ロマ16：17－20) 

 

1．別の力 － 人を超えた力  

1) カルバリの丘 (使1：1) 

2) オリーブの山 (使1：3) 

3) マルコの屋上の間 (使1：8) 

 

2．別の生活 － 世の中を超えた生活 (ロマ16：20) 

1) 実際の祈りの奥義  

2) 神様がくださったタラントと業 

3) 世の中を変える人生 

 

3．別の業績 － 先導する業 (ロマ16：25－27) 

1) 20の戦略 

2) 証人 

3) Nobody 

  

＊序論 

▲悩み、できない、できる、このように神様と全く関係ないことで悩みを継

続する。今日は両親の聖日、RU聖日だ。今日、両親が受けた祝福、神

様が与えられた力が何かを分からなければならない。私たちがRUを

作って次世代に伝達しようとするこの力がどれくらい大きいことかを分

からなければならない。 

 

1.両親に与えられた神様の祝福と力-福音伝達 

▲今イスラエル民族が完全に滅亡した時刻表であった。そのとき、最後に

モーセの母がモーセに福音を説明して送ったのだ。それがどんなこと

を起こすかは、本当に誰も知らなかったのだ。みなさんが、うそを聞か

ずに、今日、この契約を握らなければならない。どんなことがあっても

神様はモーセのいのちを守られたのだ。みなさんがこの祝福を知って

伝達しなければならない。後ほど王宮から追い出されるようになる。し

かし、母に聞いたその契約で、ミデヤンで40年間、神様のみことばを回

復するようになる。モーセの母は、契約を教えれば良いことを分かっ

た。 

 

2.伝えられた福音を通して起きる神様の働き-出エジプトと荒野の働き 

▲母が言ったことばがモーセに80年後に成就した。エジプトに最後のわ

ざわいが下される日、すべてのイスラエルが羊の血を塗って出エジプ

トするみわざが起きた。その程度で終わったのではない。紅海を分け

て、荒野を行く道に、ものすごい力が現れた。 

▲福音を持ったみなさんと子どもは絶対にほろびない。どんな危機でも

神様は解放させられる。みなさんが正確に持った福音、子どもに伝えら

れた福音は、どんなことが起こすかを分からなければならない。 

 

3.次世代に福音を刻印、根、体質→ カナン入国/征服 

▲今日、モーセがこれらすべてのものを心に刻みなさい、壁に付けなさ

い、今まであった神様のすべての働きを手首と足首にも結びなさい。額

にも付けなさい。横になっても見られるように天井にも付けなさい。こ

の福音を完全に刻印、根、体質にしなさい。この祝福だ。 

▲この福音は、私の努力と関係なく、私を変化させる。福音を持ったみな

さんは、福音を伝達する祝福があって、みなさんは祈りの奥義がある

のだ。涙の祈りは絶対にほろびない。 

 

＊結論 

▲今日、私たちは契約を握って行かなければならない。神様の福音で刻

印、根、体質になれば、すべての世の中を変えられる。神様のみこころ

は絶対に変わらない。 

▲アメリカに伝道を正しくできるように訓練できる学校が必要だ。私たち

の次世代に福音一つ真っすぐ伝達して、ほろびないようにさせるのだ。 

▲全国、世界の牧師は、個人に固執せずにみことばついて行かなけれ

ばならない。重職者も神様の祝福を受ける人なので、ただ福音だけを

握って伝えなさい。私たちはもうこの福音を回復しなければならない。

これからどうなるのか、お金の心配をしないように。神様はみなさんに

全てのものを準備しておいて命令されたのだ。特に、みなさんの次世

代に働く神様を待ちなさい。それが、みなさんが持つ確実な契約だ。 

＊序論－霊的戦争 
▲オバデヤの献身は簡単な献身ではなかった。霊的戦争だった。こ
のとき、どんなことが起きるかを分からなければならない。 

1)出14:19、モーセに先立って主の使いを・・・モーセの後から主の使い
が・・・三位一体の神様の働きが成される所に今起きている。 

2)詩103:20-22、今、神様のみことばを成し遂げる御使い、神様のみこ
ころを成し遂げる天の軍勢、主をほめたたえよ。私はこれを神様の
みことば、霊的世界を確かに信じる。それゆえ、私は勝つことがで
きる。 

3)Ｉ列王19:1-8,霊的戦争をしなければならないエリヤに主の御使いを送
って、水とパンを与えられ、力を与えられた。 

4)Ⅱ列王6:16、アラムの軍勢より私たちの軍勢がさらに多いとを見せ
てください。 

5)Ⅱ列王19:35、その日の夜に主の使いが 
6)ダニエル6:22、神様が御使いを送って 
7)ダニエル10:10-20、今この時間に起きることだ。 
8)使徒1:11、白い服を着た御使いが再臨のメッセージを伝達してくれ
た。 

9)使徒12:1-25 
10)使徒27:24、昨夜、主の使いが私の横に立って話した。恐れてはな
らないパウロ。カイザルの前に立たなければならない。 

 
1.霊的戦争の宣言 
▲みなさんの宣教献身は霊的戦争の宣言だ。 
1)世の中で最も悪いアハブ王との霊的戦いだ。 
2)もう少し悪いイゼベル 
3)850人の偽り預言者との霊的戦争だ。 
 
2.必ず勝利する戦争 
1)Ｉ列王18;1-3神様の力で日照りを予告してなくすこと。 
2)Ｉ列王18;16-40カルメル山で850人の偽りの預言者に完全に勝利し
た。みなさんが宣言だけすれば働きが起きる。 

3)Ｉ列王19:1-21、神様がエリヤに力を与えられた。ホレブ山で新しいメ
ッセージを与えられた。 

 
3.宣教は神様の絶対計画を成し遂げることだ-絶対勝利 
▲味わいさえすればよい。 
1)神様がエリシャを準備(Ⅱ列王2:9-11,エリヤがエリシャに霊の倍の力
を贈り物、契約伝達-みなさんが受けなければならない) 

2)7000弟子を起こすようになる。 
3)ドタンの町運動が起きた。戦わないで勝つようになる。 
 
＊結論-暗やみを束縛 
▲みなさんが祈ってキャンプした以後に暗やみが縛られる。(ローマ

16:20、ルカ10;19、マルコ3;15) 
1)オバデヤはアハブ王が認める臣下. 
2)オバデヤはエリヤの弟子であった。 
3)全財産をささげて,預言者100人を養った。 
4)850人の偽り預言者と霊的戦闘をして倒すのに仲介人だった。 
▲ただ契約を握れば良い。契約だけ見て生き残る者が弟子だ。私たち
のレムナントが契約だけ握れば、勝利するようになっている。 

5)エリヤが最後までホレブ山まで行くように助ける後援者であった。 
▲この祝福を味わうようになることを祝福します。 

1．人にくださった神様の力 

1) 創1：27   2) 創1：28   3) 創2：1－18 

 

2．完全に奪われた力 

1) 創3：4－5   2) 創6：4－5   3) 創11：1－8 

 

3．完全に回復させた力 

1) ヨハ19：30   2) マタ28：1－15、16－20   3) 使1：1、3、8 

  

区域メッセージ19課：完成された契約を味わう生活 (21)(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 / 結論、結果、決断して始めなければならない (ヨハ19：30) 

 

本論 /  

1．神様の方法 (私の主人はだれなのか) 

1) カルバリの丘の契約 － ただキリスト (使 1：1、ヨハ 19：30、マタ 

16：16) 

2) オリーブの山の契約 － ただ神の国 (使 1：3、ピリ 3：20、マタ 12：

28－29) 

3) マルコの屋上の間の契約 － ただ聖霊 (使 1：8、2：1－47、5つの能

力 / 時刻表 / 門) 

2．私にくださった祈りの課題 (天命、召命、使命) 

神様が契約とみことばを通して私にくださった祈りの課題を握らなけれ

ばならない 

3．現場で勝つ方法 (当然、必然、絶対) 

現場で神様の目に当然のこと、必然のこと、絶対的なことをすれば必ず

勝利する 

4．生活で与えられた神様の方法 (一心、全心、持続) 

1) 神様が願っておられること、神様の計画が発見されると、別のことを

見る必要がない 

2) ただその計画にオールインすることである。キリストはすべての問

題の解決である 

3) それならば、私たちはキリストに一心、全心、持続すればいいので

ある 

5．神様がくださった答えの内容 (ただ、唯一性、再創造) 

1) このとき、神様が備えられた私、私のこと、私の現場を見るようにな

る 

2) 他の人が見ることができないこと、行けない場所、ないことを答えら

れる 

3) 他の人が与えられない答えを与えて、戦わずに勝利する 

6．神様がくださった時刻表 (24時、25時、永遠) 

1) 神様の時刻表だけに従うこと 

2) 神様の時刻表に私の人生の一日を合わせることである (24時) 

3) そうすると、神様が私を導いてくださる (25時) 

4) そのとき、神様が備えられた永遠のことがある 

7．未来に備えておいた答え (刻印、根、体質) 

使 1：1、3、8を持って、私たちのすべてのことを新しくされる 

 

結論 / 三つのことを上手にすべきである (みことば整理、祈りの整

理、伝道の整理) 



 

 

1)聖日1部(5月5日)→わざわいを止めたRemnant運動 (イザ6：13) 

▲子どもの聖日→ 毎日レムナントデイ、レムナントに一番大きい答えは創世記39:2,詩23:1。レムナントに3つを明確に教え

なさい。 

①滅びの通路になるサタンの働きは何か→ 12の問題(創世記3章/6章/11章,使徒13章/16章/19章,個人滅亡状態6つ) 

②レムナントは救われた者の祝福を回復させる主役だ。 

③レムナントがまことの力(真の力,With/Immanuel/Oneness))が何か分かる霊的サミットとして世界をいやしなさい。 

④結論-私たちの祈り(レムナントが暗やみから解放+キリストで完全に答えを出したレムナントが世の中を生かすように+レ

ムナントがサミットになって、いやしの座にいるようにしてください!) 

 

2)聖日2部（5月5日)→三つのことがある神殿準備 (イザ62：6－12) 

▲単なる神殿建築でない、他のすべての現場、世界の崩れた教会を回復する祈りを始めなければならない。サタンの奴隷

/捕虜/属国から解放されて、確実な契約とあらかじめ答えを握らなければならない。(創世記37:11,ダニエル1:8-10,ダニエ

ル3:8-24,ダニエル6:10-22,エステル2:10,エステル4:1-16,使徒19:21,使徒23:11,使徒27:24) 

①イザヤ6:1-13,切り株として呼ばれて→ 御座の力,主の御使い、神様の力体験 

②イザヤ60:1-22,光を放つ教会→ 新しい芽,小さい者が氏族、弱い者が強国を成し遂げること 

③イザヤ62:6-12,237か国を生かす準備をしなさい→ 見張り人,大路,万民のために旗を揚げなさい。 

④結論-みなさんは霊的大統領(王),これを勉強して事業しなさい。(ヨエル2:28,ゼカリヤ4:6,使徒2:1-18) 

 

3)区域教材(5月5日)→ 18課:伝道者の生活1-神様の絶対計画62(ローマ16:19-20) 

①完成された契約を味わう生活→ 21の根本(開始1,3,8+方法+目標) 

②契約を味わう祈りのまことの幸せ→ 5つの原理(感謝+みことばの流れ+集中+いやし+未来) 

③神様が与えられたタラントを見つけるサミットの道→ 7つの道(私+私のこと+私の現場) 

④契約の成就を通して,世の中を変える流れ→ 9つの疎通(情報+人間関係+時刻表) 

⑤世界を生かす契約の証人→ 20の伝道戦略(5基礎+5訓練+5システム+5未来) 

 

4)朝食会堂会(5月5日)→ キリストの大使(使徒1:1-8) 

▲必ず祈りながら,集中の時間を持ちなさい→ 脳+心/考え+健康回復 

①使徒1:3(40日)→ 私を変える時間(オリーブ山+ミッション+証人) 

②使徒1:14(10日)→ 世の中を変える事(確信+危険なところ+教会出発) 

③使徒2:42→ 教会を変える事(みことばの流れ+交わり+パン+祈り 

 

5)テキコの集い(5月5日)→ 大きい枠 

①個人の枠→ ピリピ1:6,ピリピ2:13,ピリピ3:20,ピリピ4:13,ピリピ4:19→ Iコリント3:16 

②教会の枠→ 使徒1:3,使徒1:14,使徒2:1-13,使徒2:41-42,使徒2:43-47→ ポジション争いX 

③現場の枠→ 使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒13章/16章/19章 

④結論-職業がなにかが重要なことでなく、どのようにするかが重要だ。ある人は清掃しても成功して、ある人はお餅を売っ

ても成功して,ある人は成功する座に行ったのに成功できない人がいる。 

 

6)副教役者修練会(5月7日-8日)→  

▲1講:副教役者の機会 

①序論→ 副教役者の時期(最も難しい時期+最もだまされやすい未来+最も良い機会) 

②先にアイデンティティから確実にしなさい(私は伝道者,世界福音化の主役,福音持った神様のしもべだ)→ 価値と力量を知

って,原色福音色持って,人間中心主義は捨てなさい。 

③3つの機会を捜し出して準備しなさい→ 私(62体験)+私のこと(新しい枠/伝道専門性)+私の現場(Nothing,Nobody/No 

  way/No where),Everything 

④うつわ準備→ Boss+Leader+Govenor  

⑤結論-福音,祈り,伝道が一番近くになければならない。 

▲2講:副教役者が味わう最高の人生(使徒1:8,Ⅱテモテ2:1-7) 

①序論-最高の人生の道(キリストなしでは12の問題は解決できない+それゆえ使徒1:1,3,8+62の答えを与えられ+サミットの

答えを与えられる)→ 流れを見なさい(5福音聖句+三つの祭り+使徒1:1,3,8+使徒1:14/使徒2:1+使徒11:19-30,ローマ16:1-

27)-20の戦略(教役者+重職者+レムナント)-あらかじめ見たこと(7現場+7地獄現場+5滅亡時代) 

②引き受けた分野を生かそうとしなさい→ 表面形(復興)+ことば(慰め,力)+内容(内なる人-ただ福音/ただ神の国/ただ聖霊) 

③教会を生かそうとしなさい→ 講壇実現チーム/全体メッセージ/現場メッセージ(→ チーム構成)+フォーラム/祈り+フォー

ラム/伝道 

④現場に行ったら現場牧会をしなさい→ みことばいやし(福音)+サミット運動(重職者)+未来運動(レムナント) 

⑤結論-困難は(土台)+人のために試みに会うとき(ターニングポイント)+危機に会うとき(証人) 

 

7) RTS院長特講(5月9日)→ 証人(使徒1:8,使徒1:14)  

▲神様がみなさんを証人として呼ばれた。99%の人々が現実的に難しくて人の話にだまされている。この霊的状態から抜け

出なければならない。(レムナント7人,ヘブル11:38,初代教会) 

①証人としての集中→ まことの福音(使徒1:1,キリストに向かった集中)+まことの味わいと(使徒1:3,神の国-待つこと)+まこと

の力(使徒1:8,私が持ったものと力を伝える証人) 

②証拠としての集中→ 科学的証拠(霊的科学-キリスト-3つののろいの解決),医学的証拠(いやし-霊/心考え/肉体),霊的証

拠(分裂/執着/中毒いやし) 

③いやし集中キャンプ→ 以前キャンプ(先に答え受けて出て行きなさい)+実際キャンプ+以後キャンプ 

④結論→ 引き受けたパート+教会(講壇)+現場(システム)を生かしなさい! 

 

8)産業宣教(5月11日)→ OMCと第1,2,3RUTC実現(17)- (専門別役員集中訓練1講)水準,基準,標準(使徒1:1,3,8) 

▲答えを受ける前に先に分からなければならないこと→ 信仰の英雄(みことばの流れ,創世記12:1-3,黙示1:3),レムナント7人

の共通点(福音中心にみことばの流れをついて行くこと-そうすれば、必ずみことばが成就するようになっている。イザヤ

40:8) 

①水準→ 私の誤りを分かる最高の土台(開始-カルバリの丘/オリーブ山/マルコの屋上の間,方法-単純/いのち,目標-刻印

/根/体質) 

②基準→ 私の弱さと私がすることを分かる最高の基準(祈りの基準-感謝+みことばの流れ+神様に向かった集中と力+いや

し+未来が見える。) 

③標準→ 私の足りなさを分かる最高の方向(サミットの道7つ-神様が造られた私/私のこと/私の現場,世の中を変える流れ

9つ,生活の人生作品２０の伝道戦略) 

④結論→ ここから出てきた私の職業が唯一化+世界化+福音化される。 

 

9)伝道学(5月11日)→ 伝道者の生活と第1,2,3RUTC実現(17)-カルバリの丘の体験(ヨハネ19:30) 

▲人に与えられた神様の力(創世記1:27,創世記1:28,創世記2:1-18)+完全に奪われた力(創世記3:4-5,創世記6:4-5,創世記11:1-

8)+神様が完全に回復させられた力(ヨハネ19:30,マタイ28:1-15,16-20,使徒1:1,3,8)→結論(私たちの考えを神様のみことば

と計画に合わせなさい-残りの人生は必ず勝利!) 

 

10)核心訓練(5月11日)→第1,2,3RUTC実現(17)-(専門別役員集中訓練2講)専門産業人が先に見つけるべき生活(ローマ16:17-20) 

①別の力→ 人を超えた力(使徒1:1/カルバリの丘,使徒1:3/オリーブ山,使徒1:8/マルコの屋上の間) 

②別の生活→ 世の中を超えた生活(ローマ16:20,実際の祈りの奥義+神様が与えられたタラントと職業+世の中を変える生

活/9つの流れ) 

③別の業績→ 世の中を先んじる職業(20の戦略,証人,Nobody) 

④結論→ 5つの方法(ただ福音+ただの奥義/天と地の権威+唯一性の答え+再創造の力+証人) 

 

11)区域教材(5月12日)→ 19課:伝道者の生活2-完成された契約を味わう生活21 (ヨハネ19:30) 

週間メッセージの流れ (2019.5.5.-2019.5.11.) 


