
2019年7月7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 (25)－ 教師宣教局礼拝 －

「特別弟子訓練」(Ⅱテモ4：1－5) 

聖日１部：イエス様が教えられた祈り (マタ6：32ー33) 聖日２部：三つのことを準備しなければ、世界の教会は閉鎖します 

(マタ7：24ー27) 

伝道学：伝道者の生活と第1、2、3 RUTC 実現 (25)「237訓練を受ける資

格がある者」(使2：41) 

 

1．成熟した弟子  

1) Ⅱテモ1：4－5 

2) Ⅱテモ2：1－7 

3) Ⅱテモ3：14－17 

4) Ⅱテモ4：1－5  

 

2．霊的サミット  

1) 24祈り  

2) 25答え 

3) 永遠の作品 

 

3．世界福音化のタラント 

1) みことばの流れ  

2) 残りの者の流れ  

3) 福音と伝道の流れ (1、3、8) 

4) 礼拝と祈りの流れ 

5) ただ 

6) 唯一性 

7) 再創造 

  

 

核心訓練：第1、2、3 RUTC 実現 (25)「訪れるタラッパン」 

 

1．黄金漁場 

1) 使2：9－11 → 使2：41 

2) 使4：4 

3) 使6：7 

 

2．死角地帯  

1) 使3：1－12 

2) 使8：4－8  

3) 使9：36－43 

4) 使10：1－45 

5) 使11：1－18、使11：19－30 

  

3．わざわい地帯  

1) 使13：1－4、使16：6－10、使19：1－7 

2) 使13：5－12、使16：16－18、使19：8－20  

3) 使19：21、使23：11、使27：24 

  

＊序論  

▲初穂の収穫感謝聖日(五旬節)は、エジプトから出て荒野で一番苦しみを

受けているときに守った祭りだ。三つの祭りの中で最も重要な日だと見

ることができる。なぜなら、過越祭は救い、すでに受けたのだ。収穫祭

は天国の背景、五旬節は荒野を行く今日を言う。ここに聖霊に満たされ

る力の働きが起きたのだ。 

 

1.五旬節の契約を知ってまことの祈りをはじめなさい! 

▲いくら難しい中でも祈ることができるならば、どこにいても関係がない。

五旬節の状況を味わえるならば、どんな状況の中にいても大丈夫だ。 

▲五旬節の霊的奥義と力を知ったから、祈りがすべてであることを知るよ

うになった。「だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そう

すれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。」これが

すでに五旬節の聖霊の満たしのはじまりだ。聖霊が臨んで力が臨め

ば、人の話、認めてくれるかどうかが、そんなに重要になるのか。今

日、みなさん、本当に祈りが始まることを望む。みなさんが本当に神の

国、神の義が臨むように祈りなさい。それが五旬節だ。 

 

2.まことの五旬節の契約の力を体験しなさい! 

▲この五旬節の契約を主が約束されて成就したのだ。それがどこなの

か。オリーブ山だ。神の国のことを40日間説明された。そして、言われ

た約束だ。使徒1:6-7、国、危機を心配するな。あなたの周囲の環境を

恐れるな。使徒1:8、ただ聖霊があなたがたの上に臨めば力を受けるよ

うになる。そして証拠ができるようになる。そうすれば、証人になる。地

の果てにまで・・・ 

▲どんな力にも弱くならない。みなさんがこの契約の中にいるならば、ど

こにいるのかが重要ではない。いよいよ最高の答えがマルコの屋上

の間で、この力のみわざが現れたのだ。使徒2章に「五旬節の日になっ

て･･･」荒野で約束されたその約束が、今、成就したということだ。すべ

てのレムナント、重職者、教役者は、この力をみなさんことにするよう

に主の御名で祝福します。この力がなければならない。 

 

3.五旬節の聖霊の満たしの働きを持続しなさい! 

▲五旬節の聖霊の満たしは持続したのだ。みなさんがこの中にいるなら

ば、どんな世界も変化させる。使徒13:1-4、使徒13:5、福音を知る重職者

だけができる内容がそこに出てきた。使徒16:6-10、行く道に答えがな

いと感じられる時は、神様が門を閉ざして、新しい門を開けられるの

だ。それで行ったところがマケドニヤだ。マケドニヤに行ってルデヤに

会った。その後にどんなことが行われたのか。悪霊に取りつかれて占

って苦しめられている女をいやしてしまったのだ。これが聖霊の働き

で、五旬節の働きだ。使徒19:1-7、パウロが五旬節の力をそのまま体

験するようになった。ツラノと全域を生かすようになった。それで終わら

なかった。ローマも見なければならない!未来が見え始めた。この答え

を回復しなければならない。 

 

＊結論 

▲24、この中に入りなさい!24五旬節の聖霊の働きの中にいなさい。過越

祭の血の契約、五旬節の力、収穫祭の天国の背景を持ってはやく暗や

みの中に陥った者を救い出さなければならない。だまされずに、力を

受けるように願う。神様はみなさんを証人として立てられるだろう。 
 

＊序論 
▲私たちは人生の中で選択をすべきとき、重要な選択をすべきとき、
学生たちが大変な時がある。どのようにしなければならないか。一
つだけ記憶すれば良い。誰がなんと言っても、機会は一度しかな
い。みなさんが重職者として生きていける機会は一度しかない。危
機がくることもある。私が生きる人生は一度だけだ。 

▲神殿建築はメイソン戦争なのに、ただしようとしてはだめだ。みなさ
んが一度だけの人生に何を残して行くのかと祈らなければならな
い。持って行くこと、残るものは何もない。それでは重要なことをみ
なのがすようになる。霊的武装をしなければならない教会が本当で
あるならば、精神病者と全世界のわざわいとサタンを防げるのが福
音しかないので、あちこちに正しいメイソン戦争をできるように準備
をしなければならない。 

▲全世界に起きる霊的問題を防ぐ教会とレムナント教育、多民族を知
らなければ、世界教会は閉鎖するようになる。一度だけの私たちの
人生に、なぜ世界教会が閉鎖するのか。私たちはどんな教会を作
るべきなのか。 

▲砂の上に建てた教会はほろびるしかない。 
1)歴史的証拠を見なさい-イスラエル、ヨーロッパ、アメリカ教会 
▲福音でなければ生きることができない。 
2)砂の上に建てた原因-マタイ5:22-24教会の中の敵、マタイ6:1-5人の
前での祈り、マタイ7:1-5他人を批判。完全に神様に任せなさい。 

3)結果は明らかだ-雨、風、洪水が起きて必ず崩れるようになる。 
▲本論-それなら、どんな教会にならなければならないのか。岩の上
に建てた教会(マタイ16:16-20)として残らなければならない。 

 
1.福音回復する教会を作りなさい。 
1)私たちの次世代を再び奴隷に送れない。 
2)私たちの次世代を戦場で死ぬようにできない。 
3)私たちの次世代を再び捕虜にすことはできない。 
4)私たちの次世代を再び属国にすることはできない。 
 
2.力を回復する教会を作る隊列に立ちなさい 
1)多民族と次世代を生かさなければならない。 
2)全世界をいやさなければならない。 
3)全世界はレムナントが死んでいっているのに、このレムナントをサミ
ットにしなさい。 

 
3.光の経済を回復しなさい。 
▲みなさんが本当に今回の機会に光の経済を回復しなさい。 
1)使徒2:43-45、この経済回復 
2)使徒11:19-30、患難が起きたが重職者が自分の財産をみな出して教
会を建てた。アンテオケ教会 

3)ローマ16:1-27、ローマ福音化のために、この人たちがいのち、財産
みな捧げた。光の経済が回復した。 

▲こういう神殿を準備しなければならない。教会にきてみて福音、伝
道,サミットの道にできるシステムをそろえなさい。 

 
＊結論-3つを見なさい 
1)聖書の歴史を見なさい。これをしなくてはならない。 
2)教会史を見なさい 
3)世界史を見なさい 
▲これを知って決断しなければならない。私たちは神様が最も希望さ
れるのをして行かなければならない。この準備をしなければならな
い。私の一度だけの人生を何によって神様にささげるのか。今日か
ら新しい答えが始まることを主イエスの御名で祝福します。 

1．ミッションが確実な人 

1) 使1：1    2) 使1：3    3) 使1：8  

 

2．タラッパンをしている人 

1) 使1：14   2) 使2：1－13   3) 使2：17－18  

 

3．現場がある人 

1) 使2：9－11    2) 使2：41   3) 使2：46－47 

  

区域メッセージ27課：未来癒しとサミットの旅程(創41：38) 

 

そこでパロは家臣たちに言った。「神の霊の宿っているこのような人を、

ほかに見つけることができようか。」 

 

序論 / 契約の旅程の中での人生作品 

契約を握って確実に、とても生々しく作るべきである 

 

本論 

1．すべての問題は私の人生作品にしなければならない 

1) 私の短所を作品にしなければならない 

(1) ヨセフ、モーセ － 寂しさを作品にした 

(2) ダビデ － 最大の危機を作品にした 

(3) エリシャ、イザヤ、パウロ － 霊的問題の時代に出会ったけれ

ども、作品にした 

2) 私の長所を作品にした 

(1) ダビデは羊飼いをしながら長所を生かした 

(2) 賛美と文(詩篇)を書いた 

3) 私に起きる事件を作品にしなければならない 

(1) 家庭と教会、問題と葛藤、危機を通して神様はすべてを成し遂げ

ておられる 

(2) 神様は私たちの家庭、現場、未来を癒すサミットとして召された 

2．時代を変える技能作品を残すべきである 

1) 時代を動かした人は、必ず5つ(CVDIP)をした 

  5つが出ると、生きている契約の旅程を行くようになる (7つのタラン

ト) 

(1) 神様のみことばに従うようになる 

(2) 神様がくださった夢を叶える読書もするようになる 

(3) すべてのことを使徒の働き1：1、3、8で再解釈するようになる 

(4) 礼拝と祈りの幸せを味わう 

(5) このときから、ただ、唯一性、再創造の作品が出る 

2) 私の業(事業/学業)が技能作品になる 

3) 技能作品の目標は、私たちが王の前に立って、答えを与えて生かす

ことである 

3．福音と伝道の人生作品を残すべきである 

1) Nobody to Teach － だれも教えることができない人生 

2) Nobody to Do － だれもできないこと 

3) Nobody to Go － だれも行けない場所 

 

結論 / 世の中を癒して生かすサミット (エペ 6：18) 

1．聖霊の満たしと5つの力 

2．Remnantと一千万弟子 

3．RUTCと教会 



 

 

 

1)聖日1部(6月30日)→まことの祝福 (マタ5：10ー12) 

▲真の成功とは、戦わないで勝つこと、真の悔い改めは神様に戻ること、真の幸いは健康,物質,名誉,長寿,次世代がうまくい

くのが幸いではなくて、恵みを受けた人になること。 

①マタイ5:1,ただ福音で運命を変えて弟子の生活を送りなさい。 

②マタイ5:3-11,運命を変えて,生活の根本(本質)を変えなさい。 

③運命を変えて,未来を変える幸いを味わいなさい。 

④結論→ 礼拝で六日間、勝利する力を得なさい。契約の情念を持ちなさい! 

 

2)聖日2部（6月30日)→小羊を飼いなさい (ヨハ21：15ー18) 

▲みことばは私をいやして、必ず成就する。ペテロがヨハネ21:15-18のみことばを握った時からペテロを用いられた。(使徒

1:1-8,使徒2:1-13,14-18,使徒3:1-12,使徒10:1-45,使徒12:1-25) 

①アイデンティティ確認→ マタイ16:16-20,ヨハネ21:15-18小羊を飼いなさい!,With+Immanuel+Oneness 

②あなたはわたし愛しますか(中心確認)→ 契約の旅程の中にある福音+伝道の旅程の中にある福音を愛して+今まで降り

てきたレムナントの旅程を分かるのか 

③小羊を飼いなさい→ その小羊をいやしてサミットにしなさい(福音刻印/根/体質-最初/永遠の機会,成人式/使命式/派遣

式) 

④結論→ レムナントを育てる時ごとに出エジプト,出バビロン,出ローマの働きが起きた。子どもたちを育てるときに植え付

けなさい(絶対不可能に挑戦+神様のみこころを握りなさい+空前絶後の答え) 

 

3)区域教材(6月30日)→ 26課:伝道者の旅程5-レムナント集中訓練(ヨハネ21:15-18) 

▲レムナント集中訓練をしなければならない理由→ 知らずにいる私(サタンの落とし穴/枠/わな)+包装された私(体面)+だ

ます私(衣食住)から抜け出しなさい。 

①最後の機会(福音祝福と体験→ 100年の答え) 

②一番の機会(福音を聞く最初の機会→ 1000年の答え)-ともに+インマヌエル+1,3,8+霊的サミット/技能サミット/文化サミット

+わざわいを防ぐ使命を果たす(Oneness) 

③永遠の機会(神の国→ 永遠の答え)-宗教偶像,理念偶像,教権偶像,経済偶像,文化偶像から抜け出しなさい。 

④結論(レムナントに必ず教えなければならないこと)→ 他のものが必要ない答え+誰も行かないところに行きなさい+誰も

できないことをしなさい! 

 

4)朝食会堂会(6月30日)→ 宗教(福音)+努力(祈り)+活動(プログラム) 

▲教育をするとき、三つを参考にしなさい。 

①宗教(肉体的なこと)→ 福音は霊的なこと(たましい,霊的な黙想を科学的に説明) 

②努力(世的なこと)→ 祈り(祈りに集中するときに脳に起きる影響を悟るように) 

③活動(プログラム-退屈)→ 生活に関する多くの資料を与えなさい 

 

5)テキコの集い(6月30日)→ 62の生活 

▲PK,MKに会ったときにしてあげる話 

①62の生活にオールインしなさい(霊的サミット)→ 21生活+5祈り+７タラント+9徳+２０伝道戦略 

②777現場にオールアウト(All outしなさい(技能サミット)→ 777現場を生かしなさい! 

③5つのわざわい地帯を変化させるようにAll changeしなさい(文化サミット) 

④結果→ WITH+Immanuel+Oneness,他のことをせずに本当のことをしなさい! 

 

6)全国女性伝道会連合会修練会(7月1日-2日)→  

▲1講:女性弟子時代(使徒1:14) 

①序論→ タラッパン伝道運動は女性弟子を通して,全世界に影響を与えている。神様は福音を持った者,伝道運動を持続す

る者を知っておられて,すべての結果を持っておられる。 

②神様は契約の旅程を見た者を用いられる→ 出2:1-10,ヨシュア2:1-24,Ｉサムエル1:9-11,オバデヤ夫人,ツァレファテのやも

め、シュネムの女、エステル4:1-10,使徒1:14 

③契約の旅程を持った者を用いられる(力が現れる)→ 使徒1:1,3,8/使徒1:14/24/25/永遠/237か国+CVDIP+絶対不可能/絶

対可能/絶対計画/絶対力/絶対目標 

④契約の旅程を行く者を用いられる(弟子時代)→ 使徒2:9-11(使徒2:10,プリスカ),使徒2:41,使徒2:43-45,使徒2:46-47 

⑤結論(みなさんが受ける答え)→ 光の経済+世界福音化+次世代 

▲2講:女性伝道時代(ローマ16:1-4) 

①序論-みなさんに与えられる答え3つ→ 絶対弟子(いのちをかける弟子)+絶対システム(出会い-パウロとプリスカ夫婦)+

絶対現場(いやし) 

②誰もできない伝道→ タマル、ラハブ、ルツ、バテシェバ、マリヤ、フィベ、プリスカ、タラッパン運動(ローマまでみことば運

動が起きた。) 

③誰も行けない所→ 奴隷,捕虜,属国になったとき、王宮(ヨケベデ),エステル,ローマまで挑戦(ローマ16:1-4) 

④誰も与えない答え→ 使徒2:10,使徒18:1-4,使徒18:24-28,Iコリント16:19,ローマ16:3-4 

⑤結論→ ローマ16:25(イスラエルのかくされたこと)+ローマ16:26(3現場を生かせ-黄金漁場/死角地帯/わざわい地帯)+ロ

ーマ16:27(ローマを発見して征服しなさい)→ ある日、みなさんが育てた人物が王宮を変えて,エジプト,バビロン,ローマを

ひっくり返した→ 24祈り! 

 

7)産業宣教(7月6日)→ OMCと第1,2,3RUTC実現(25)- (教師宣教局礼拝)特別弟子訓練(Ⅱテモテ4:1-5) 

▲教師→ 未来を作り出す人なので、特徴ある教師として+一般的な教師として教師研究会/ドリームキャンプ/未来キャンプ

を通して,個人カウンセリングを通して影響を与えて備えられた者を見つけなさい。 

①備えられた者を見つけて、成熟した弟子にさせなさい。(Ⅱテモテ1:4-5,Ⅱテモテ2:1-7,Ⅱテモテ3:14-17,Ⅱテモテ4:1-5 

②福音をわかれば、霊的サミットにさせてあげなさい。(24時祈り+25時答え+永遠作品) 

③世界福音化タラントを発見するようにさせてあげなさい(みことばの流れ+残りの者の流れ+福音と伝道の流れ+礼拝と祈り

の流れ+ただ/成人式+唯一性/使命式+再創造/派遣式) 

④結論→ あなたはもう特別弟子として行くのだ(レムナント7人,バビロン弟子,ローマ征服) 

 

8)伝道学(7月6日)→ 伝道者の生活と第1,2,3RUTC実現(25)- 237訓練受ける資格者(使徒2:41) 

▲237センター→ 一生集中しなければならない所+一生弟子+伝道の実(教会復興)。訓練を受ける資格者→ ミッションが明

らかな人+タラッパンしている人+現場がある人(使徒2:9-11,使徒2:41,使徒2:46-47)→ WITH+Immanuel+Onenessの中にいる

ならば全てのものは道になる。 

 

9)核心訓練(7月6日)→ 第1,2,3RUTC実現(25)-訪ねて行くタラッパン 

▲救われたみなさんは当然、答えを受けるようになる。聖書66巻の最も答えを受けたところ,旧約のすべての預言が成就し

たところはどこなのか。そこがマルコの屋上の間(使徒2:1-47)だ。それでは、みなさんがこの祝福を持って死んでいく者

に行かなければならない。「訪ねて行くタラッパン!」みなさんは少しだけ器準備をすれば良い。(サタンの12の戦略を越え

る器+教会の器+個人の器) 

①黄金漁場が見える→ 使徒2:9-11,使徒2:41(3千弟子),使徒4:4(5千弟子),使徒6:7(エルサレム全域) 

②死角地帯(死んでいく人)が見える→ 使徒3:1-12,使徒8:4-8,使徒9:36-43,使徒10;1-45,使徒11:1-18(使徒11:19-30),誰もでき

ないことをするようになる。 

③わざわい地帯が見える→ 使徒13:1-4/使徒16:6-10/使徒19:1-7神様の重要な計画はなんですか。この質問をしなさい,使

徒13:5-12/使徒16:16-18/使徒19:8-20,使徒19:21/使徒23:11/使徒27:24 

④結論→ このためにみなさんを呼ばれた。運命ひっくり返すこと(21の答え)+常に味わう力(5)+一生答え受けるタラント(7)+

流れ変える(9)+真の成功(20伝道) 

 

10)区域教材(7月7日)→ 27課:伝道者の旅程6-未来いやしとサミットの旅程(創世記41:38) 

週間メッセージの流れ(2019.6.30.-2019.7.6.) 


