
2019年9月8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 (33)－ 自殺予防専門家 －

「奪われたことを見つけるべき」(エペ6：10－20) 

聖日１部：私と時代を癒すことができます (マタ16：13－20) 
 

聖日２部：まことの神殿を建てましょう (マタ17：1－9) 伝道学：伝道者の生活と第1、2、3 RUTC 実現 (33)「伝道の門」(使17：3) 

1．根本を奪われた 

1) 創3：4－5 私 

2) 創6：4－5 状態 

3) 創11：1－8 目標 

 

2．霊的解答を奪われたこと  

1) ピリ1：6 

2) ピリ2：13 

3) ピリ4：13  

 

3．霊的な生活を奪われたこと 

1) 使13：5－12 

2) 使16：16－18 

3) 使19：8－20 

 

 

核心：第1、2、3 RUTC 実現 (33)「タラッパンの伝道の始まり」(使 1：14) 

 

1．以前キャンプ (使1：14) 

1) カルバリの丘、オリーブの山、マルコの屋上の間 

2) キリスト、神の国、ただ聖霊 

3) ミッション 

 

2．すべての人が門 

1) 使2：1－4 

2) 使2：9－11 

3) 使2：13  

  

3．3000弟子 (使2：41－42) 

1) 五つの時刻表 

2) 五つの門 

3) 五つの力 

＊序論  

▲マタイ16:13を見れば「ピリポ・カイザリヤの地方に行かれたとき･･･」カ

イザル皇帝とピリポの名前を合わせたところだ。弟子たちは、迫害の状

況の中にいて、イスラエルは属国になっている状況の中で、イエス様

が尋ねられたのだ。なぜ私には度々困難がきて、物事がうまくいか

ず、経済も難しくて、教会ごとに困難にあうのか。今日、イエス様がそこ

に答を与えてくださるのだ。 

 

1.他のことを握るのではなく、まことの福音を握りなさい。 

▲みなさんは祈りの答えを受けられずにいるのではない。他のことを握

らずに、まことの福音を握りなさいということだ。みなさんを最後まで滅

ぼそうとするサタンと暗やみに勝つ驚くべき身分を回復しなさい。「あな

たは生ける神の御子キリストです」この告白は絶対に滅びることがない

サタンがぶるぶる震える告白だ。 

▲私たちははやく暗やみに勝つ身分を回復しなければならない。私の人

生の主人はキリストであり、生きておられる神様の御子だ。私の主人で

あるイエス様が、サタンに勝たれた、すべてのわざわいとのろいをなく

されたキリストであり、生きておられる神様の御子だ。みなさんが自分

自身を生かすことができ、時代を生かすことができる。 

 

2.約束された暗やみに勝てる権威を回復しなさい。 

▲そのとき、イエス様が重要なことをおっしゃられた。暗やみに勝てる権

威を与えることを約束された。あなたはペテロです。わたしはこの岩の

上にわたしの教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てませ

ん。わたしは、あなたに天の御国のかぎを上げます。ものすごい権威

だ。これを回復しなければならない。 

 

3.世の中が止めることができず、みなさんも知らないものすごい力がま

だ残っている。 

▲20節を見れば「そのとき、イエスは、ご自分がキリストであることをだれ

にも言ってはならない、と弟子たちを戒められた。」なぜキリストである

ことを話さないようにと言われたのか。サタンに勝つ身分と権威だけ与

えたのではないということだ。まだ残っているものすごい力を与えると

いうことだ。そのときに話しなさいということだ。何なのか。オリーブ山

で重要な話をされた。マルコの屋上の間に、その力が臨んだのだ。み

なさんが受ける答えは、誰も止めることができないことが残っているの

だ。みなさん自身も知らないものすごいことが残っている。世の中が止

めることができない途方もないことが残っている。 

 

＊結論 

▲今日、3つのことを持って行きなさい！あなたは生ける神の御子キリス

トです。この驚くべき身分を持って行って味わわなければならない。神

様が与えられた権威(岩、ハデスの門に勝つこと、天国鍵を使いなさい)

をもって味わいなさい。まだ残っていることは、途方もない。ローマまで

持っていた。今日、みなさんが器を準備する貴重な日になることを望

む。みなさんが器準備をすれば神様が満たされるだろう。(使11:19)困難

がきたとき、避けずに、契約を握って危機に挑戦しなさい！今からみな

さんが最も困難の中にいるとき、神様の答えが隠れている。すべての

世界を変化させられる答えを神様は準備された。みなさんに今日、人

生が変わる重要な祝福の日、契約を握る日になることを希望する。 

＊序論-ビジョン 
▲いつ神様が大きく答えられたのか、大きい働きを成し遂げられたか
を見なさい。まことの神殿、まことのビジョンに対する絵をはっきりと
描かなければならない。 

1)出エジプト10の奇跡-エジプトの暗やみ文化がみな崩れる時だ。 
2)ペリシテにダビデが出て行って戦ったとき、ダゴン神に対することを
知っていた。 

3)アラム-ここに用いられた人物がエリシャ 
4)アッシリヤ-ヒゼキヤ王を用いられた。 
5)エリヤとエリシャの戦いがバアル、アシェラとの戦いだった。 
6)バビロン-神像との戦いだ。 
7)ローマ-ジュピター(ゼウス)神像との戦い 
▲みなさんが単に信仰生活、単に神殿を作るのではない。8節に、た
だキリストだけ残って何も見えなかった。 

 
1.旧約に預言された神様のみことばが成就する神殿が必要だ。 
▲福音を説明できる神殿が必要だ。 
1)創3:15、女の子孫-キリスト 
2)創6:14、箱舟の中に入れば生きる。 
3)出3:18、血のいけにえ 
4)イザ7:14、インマヌエル 
5)マタ16:16、あなたは生ける神の御子キリストです 
▲サタンはこの一つだけ恐れる。これを(キリスト) 237か国に知らせる
教会を準備しなさい。 

 
2.この契約が成就したのだ。 
1)カルバリの丘、オリーブ山、マルコの屋上の間で成就したのだ。この
事実を237か国に知らせる教会と神殿を準備しなさい。 

2)使1:1、3、8-ただキリスト、神の国、ただ聖霊を説明する準備をしなさ
い。 

3)これを62の生活で説明する教会を備えなさい。 
 
3.完全になくしたことを回復しなさい。 
1)幕屋に従って働き、契約の箱行く所に働きが起きた。 
2)第1、2、3神殿がのがしたことを回復しなさい。 
3)レムナントの庭、異邦人の枠(237多民族)、万民の祈る家(まことのい
やしとサミットを作り出す現場) 

 
＊結論-ローマ16章の祝福が与えられる 
1)伝道者を助ける者、同労者、家主の答えが与えられるだろう。 
2)ローマ16:20、サタンをひざまずかせるだろう。 
3)ローマ16:25-27、誰も奪っていけない世々に渡って長い間隠されて
いたこと、今も隠されていること、とこしえまで隠されていることを与
えられるだろう。 

▲私の生涯で最後のことをかける戦いをしなさい。私たちが次世代の
前に何を残すのかに、生涯ををかけなければならない。神様は、今
日からこのビジョンを握ったみなさんに、すべて持って来られるだろ
う。私たちは契約を正しく握らなければならない。誰が作っても作る
のだ。どれだけ神様の契約を正しく伝えるのか。これが重要だ。み
なさんがこの契約と本当の答えを回復しなければならない。 

1．すべての人 

1) 使2：9－11   2) 使2：41   3) 使13：48 

 

2．すべての現場 

1) 使3：1－12  2) 使8：4－8  3) 使13：5－12 

4) 使16：16－18  5) 使19：8－20 

 

3．すべてのこと 

1) 使16：6－10  2) 使16：16－18  3) 使19：19－40 

 

区域メッセージ36課：正しい癒し(使19：8－20) 

 

それから、パウロは会堂にはいって、三か月の間大胆に語り、神の国

について論じて、彼らを説得しようと努めた。しかし、ある者たちが心

をかたくなにして聞き入れず、会衆の前で、この道をののしったの

で、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて、毎日ツラノ

の講堂で論じた。これが二年の間続いたので、アジヤに住む者はみ

な、ユダヤ人もギリシヤ人も主のことばを聞いた。(8－10節) 

 

序論 / 今、この時代を見ると、正しい癒しの方向が出る 

1．患者急増時代 (精神病、心の病気) － 教会に対策がない 

2．癒し混乱時代 － あらゆる瞑想団体、宗教、癒しチームが起きて混

乱を与えている 

3．個人わざわい時代 －隠れた問題(未信者の状態6つ)で苦しんでいる 

 

本論 / 

1．霊的癒しが急務な時代 

1) 霊的な病気 － まず、サタンがもたらした12の人生問題に対する癒

しが起きなければ癒されない 

2) 心の病気 － 霊的な病気が癒されなければ、心の病気と思いの病

気はついて来る 

3) 思いの病気 

2．全人癒しがなされると、すべての地域を生かすことができる。全人癒

しとは何か 

1) 刻印癒し － ただキリスト 

2) 根癒し － ただ神の国 

3) 体質癒し － ただ聖霊 

3．神様がくださる癒しの集中ポイントがある 

1) 神様のみことば － みことばが私に適用されて成就されるように 

(黙想、暗唱、書き起こし) 

2) 24時祈り － 神様が24時私とともに (マコ 3：14、マタ 28：20、詩 23：

1－6、Ⅰコリ 15：10 

3) 人生の24時ポイント － 集中 (神様の前で私だけの深い時間) 

4．祈りの課題 － 癒し学校 

1) 聖書に現れた癒し現場 － 使 3：1－12、8：4－8、13章、16章、19章 

2) 聖書の癒しの現場の中に入っていること － 家庭の癒し、教会の癒

し(疎通)、適応癒し(本部)、現場癒し(生活) 

 

結論 / 霊的な力 (深い時間) 

私が先に霊的な力を持って、サタンがもたらした12の人生問題から一つ

ずつ逃れるように助けるべきである 



 

 

1)聖日1部(9月1日)→人間をとる漁師 (マタ13：47－50) 

▲神様がみなさんを人をとる漁師として呼ばれた。RTSのための祈りをしなさい。 

①教会と重職者は先に神学生と伝道弟子(牧会)を尊く思って祈りながら育てなさい。 

②副教役者は最高の伝道者の道を行きなさい。伝道運動に正しい使命を持ちなさい。 

③私の職場、私の産業、私の教会に大きい網、大きい漁場を作りなさい。いつかは魚が入ってくるようになっている。 

 

2)聖日2部（9月1日)→排斥される大工の息子 (マタ13：53－58) 

▲肉的なことのために自ら霊的なことにだまされてはならない。 

①サタンが使う12の方法にだまされてはならない。(Ⅱコリ11:14、黙12:1-9) 

②神様の方法を知りなさい(マタ13:10-15)-祝福以前に苦難から先に与える。 

③昔ことのためにだまされてはならない。神様は私たちに新しいことを与えようとされる。(58節) 

④結論-第1、2、3神殿がのがしたことを回復しなさい→ 異邦人の庭(多民族)、子どもたちの庭(レムナント)、万民が祈る家

(いやしとサミット回復) 

 

3)区域教材(9月1日)→ 35課:伝道者の方法1-いやし時代(マコ16:15-20) 

▲イエス様が復活された後、最後になさったみことば→ マタ28:16-20(身分いやし)+マコ16:15-20(霊的いやし)+ヨハ21:15-

18(次世代いやし)+使1:1-8(時代いやし) 

①肉体の病気をどのようにいやすのか→ 福音の中で聖霊の満たし+心と考えいやし+正しい肉体いやしが起きる。 

②ますます増える不治の病(ガン)をどのようにいやすのか→ 病の原因から正しく知っていやさなければならない(過労/失

敗/伝染病/罪と偶像崇拝による病気+悪魔がもたらす病気+神様のみこころがある病気)+医師と医学の助け+健康な生活

の体質に変えなさい(深い祈り/深い呼吸/深い食べ物をしてみなさい。 

③霊的な病気(うつ病、精神疾患)はどのようにいやすのか→ 黙想(みことば)+神様に向かった集中+まことのいやしは直す

のではなく、生かして変えるのだ。 

④結論→ いやしの鍵(key) 7つ(聖霊内住+サタンの権威から解放/束縛+神様に向かった集中+24ともに+25力+再創造+天国

背景と権威) 

 

4)朝食会堂会(9月1日)→ 神殿準備(ネフィリム満たし時代+聖霊の満たし時代+文化戦争時代) 

▲レムナントは三つが世界観として整理されて出て行かなければならない→みことば+祈り+伝道整理 

①ネフィリム満たし時代→ Leverage(違った力+Vessel(内容-内面世界+Transmission(変化-変質)+Nobody(作品)+Platform(集

める場)+Outsourcing(分け前-征服) 

②聖霊満たし時代→ 祈らなければならない科学的理由+医学的理由+霊的理由(福音/たましい) 

③文化戦争時代→ メディア+音楽(TV-70%)+映画+文化+経済(システム)掌握 

 

5)テキコの集い(9月1日)→ 使徒9:15 (英語圏、ロシア圏働き人の集い) 

①次世代センター準備→ TCK、CCK、NCK働き準備 

②英語圏授業準備(教授が必要)→ 多民族学生+来ている多民族+指導者招請訓練 

③今から準備すること→ 区分(年令、信者/未信者、滞留期間)+いやしの働き+カリキュラム 

④ロシア圏(16か国)準備→ 16か国の弟子を見つけなさい。(チェ宣教師を知るように) 

⑤結論→ 現場で持続する重職者を立てなさい+持続する弟子を立てなさい。 

 

6)北アメリカ産業人大会(9月3日)→ (主題) 「閉鎖するアメリカ教会を生かそう(Ｉ列王18:1-15)」 

▲1講:VVVIP→ First Mission(最初のミッション) 

①序論-閉鎖する教会を生かしてレムナントに伝達することが何か。先に私の霊的状態+キリストで答え+神様から与えられ

たことを持って霊的問題解決 

②みなさんはVVVIP→ 神様はまず産業人(重職者)に答えを与えられた(ヨケベデ、イテロ、ラハブ、ハンナ、エッサイ、オバ

デヤ、ダニ1:8-9、ロマ16:2-27) 

③産業人(重職者)に福音の答えをまず味わうようにされる。(マコ1:1、3、8→20の本質)→ 今からすべての人、すべての所、

すべてのことでタラッパンをしなさい→ みなさんに先にNobodyの答えが与えられるだろう 

④神様のみことばで、成り立つ所に導かれれば良い。(使1:14、使2:9-11、使6:7、使8:4-8、使8:26-40、使11:19、使12:1-25、使

17:1、使18:4、使19:8) 

⑤結論→ 最初のミッションはだまされてはならない！重職者が起きれば、答え以後にさらに大きいことが起きて、再創造

(天地開闢)、空前絶後の答えが与えられる。 

▲2講:VVVIP→ Last Mission(最後のミッション、イザ6:13、ルカ23:28、ヨハ21:15-18、使17:1、使18:4、使19:8) 

①序論→ みなさんの最後の使命はレムナント人材を育てることだ。 

②奪われたことを捜し出して、レムナントに与えなければならない。(Leverage、Vessel、Transmission、Nobody、Platform、

Outsourcing)→ 霊的問題解決 

③なくしたことを捜し出して、レムナントに伝達しなければならない(聖霊→ Leverage-キリスト、Vessel-神の国、

Transmission-ただ聖霊、Nobody-答え伝達、Platform-伝道運動、Outsourcing-世界を生かす奥義、宣教を味わうようにさ

せなければならない) 

④グローバルメッセージを持つとき、この驚くべき祝福が成された→ マタ28:16-20(身分-弟子)、マコ16:15-20(いやし)、ヨハ

21:15-18(レムナント)、使1:8(証人) 

⑤結論→ 次世代に必ずこの契約を伝達しなければならない最後の機会だ。 

▲3講:Eternal Mission(永遠のミッション、ローマ16:25-27) 

①序論→ 永遠なこと(三位一体の神様、神の国の背景、未信者の地獄背景、サタン、御使い、たましい、教会)→ この部分

を知って祈るとき、現場に変化が起きる。 

②私たちに与えられた永遠の身分→ 62の生活 

③私たちに与えられた永遠の権威→ 上から与えられる権威→ 答え、危機の時ごとに働き、命令できる権威を与えられた。

(使16:18、詩103:20-22) 

④私たちに備えられた永遠の冠→ Iテサ2:19、マタ24:14、マタ10:42 

⑤結論→ All in(私の計算は必要ない)+All out+All change 

 

7)産業宣教(9月7日)→ OMCと第1、2、3RUTC実現(33)- (自殺予防専門家)奪われたことを見つけるべき(エペ6:10-20) 

▲人の話を心に入れてはならない(伝7:21、メモだけしておきなさい)神様のみことばを見る新しいシステムが必要だ。福音

でなければだめだ。 

①根本を奪われること→ 創3:4-5(私-サタン)、創6:4-5(状態-ネフィリム)、創11:1-8(目標) 

②霊的解答を奪われたこと→ ピリ1:6(成し遂げられる神様、ピリ2:13(みこころ)、ピリ4:13（力) 

③霊的な生活を奪われたこと→ 使13:5-12(魔術師)、使16:16-18(占い)、使徒19:8-20(偶像崇拝) 

④結論(福音の適用)→ 参考にしなければならないこと(新しい世界に対する勉強をする集い/Ⅱコリ5:17/霊的解釈)+必ずす

べきこと3つ(私を見るプログラム/私に対する集中/医学的/科学的/霊的+答えを与える集中/みことば/祈り+私より悪い

人を訪ねて行って手助けする集中/献身/ともに)→ 新しい世界を見せて、福音で助けなければならない。 

 

8)伝道学(9月7日)→ 伝道者の生活と第1、2、3RUTC実現(33)-伝道の門(使17:3) 

▲伝道を理解した後に私が必ずすることが一つある→ 聖日の夜に教会信徒がみな帰れば、残っている人と呼んだ人々に

伝道に対する話を少しずつした。その集いが核心の集いだった。今でも集まっている。このような方式でいろいろな分野

に入って行くのだ。どこに黄金漁場があるのか。何を準備すべきか。誰が行くのか→ タラッパン(すべての人は福音運動

をさいなさい+すべての現場でしなさい+すべてのことを伝道の門/タラッパンの門に･･･)→ 朝食会堂会(報告/メッセー

ジ)+黄金漁場チーム(教役者中心)+テキコチーム(ミッション/門)を活用しなさい。 

 

9)核心訓練(9月7日)→ 第1、2、3RUTC実現(33)-タラッパンの伝道の始まり(使1:14) 

▲初代教会のマルコの屋上の間（タラッパン）で起きた福音運動を始めなければならない。3つのことをしなければならない。 

①集中いやしと以前キャンプ→ カルバリの丘(ヨハ19:30)/オリーブ山(40日-集中祈り)/マルコの屋上の間(答え-聖霊の満

たし-体験)+キリスト/神の国/ただ聖霊+確実なミッション→ 先に味わう力 

②すべての人が門に見える→ 使2:1-4、使2:9-11、使2:13→ 使2:41、46-47 

③すべての現場が門だ3000弟子(使2:41-42)→ 5時刻表+5門+5力が現れた。 

④結論→ 最初のミッション(1、3、8→ただ/唯一性/再創造の答え→ 62)+最後のミッション(教会回復/牧師/一般信徒宣教師

→ 次世代)+永遠のミッション(永遠なこと→ Trinity/天国の背景/黙8:3-5/地獄背景/悪魔サタン/たましい/教会→ 永遠

の身分/御座の祝福/永遠の権威) 

 

10)区域教材(9月8日)→ 36課:伝道者の方法2-正しいいやし(使19:8-20) 

 

週間メッセージの流れ(2019.9.1.-2019.9.7.) 


