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2021 第 1,2,3RUTC 答えの現場（36）(社)世界福音化伝道協会 www.wedarak.net  

区分 産業宣教－ ファッション専門家主管礼拝－ タイトル及び聖書 流行を作り出した人々(Ⅱコリ 5：17) 

講師 柳光洙牧師 日時/場所 2021 年 9月 25 日/イェウォン教会 

 

 

 

Ⅱコリント 5:17 

だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しく

なりました。 

 

要約 

ファッションは芸術だが流行を作ることだ。それゆえ、時間が制限されていて、ちょっと大変なのだ。結局、みなさん

は、再創造のみわざ(Ⅱコリ 5:17)を成し遂げる人々だ。どのように編集、設計、デザインするかによって、世界化す

ることができる。237、いやし、サミットを持って世界化できるので、著作権と資料を準備しているのだ。このような

準備だけすれば、ファッション専門家は、流行を動かすので、世界福音化できる最も大きい道具を持っていると見れ

ば良い。 

 

□序論_ファッション現場はネフィリム現場(世界を動かしながらわざわいの中に入る) 

1.自分自身のことを表現しなければならないから、福音がなければネフィリム現場に行くようになる。 

 

2.自分を越えなければならないから、霊感を受けなければならない。これを 3 団体が活用するのだ。 

 

3.ファッションは流行であるから、時間が制限されている。多くのストレスの中で没頭するようになる。 

 

4.私も知らない間に、ネフィリムに引っ張られて入っていく。 

 

5.私も知らない間に、バベルの塔に行くようになる。 

ひょっとして間違うと、このようになる。必ず記憶しなければならない。 

 

□本論_みなさんはファッション専門家である以前に神の子どもだ。 

1.霊的に圧倒しなければならない。それゆえ、霊的な力が一番最初に必要だ。霊的な力を実際に蓄えてこの中にいな

さい。 
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最高の霊的状態 9 つ 

1.超越-御座の力、時空超越、237 の光 

2.セッティング-神様のかたち(創 1:27)、いのちの息(創 2:7)、生命力(ヘブ 4:12) 

3.空前絶後－私、教会、職業 

 

1)すべての人間は霊的状態がある。 

2)これで文化状態が変わる。 

3)社会状態も変わる。 

 

2.生活を圧倒しなければならない。みなさんは残りの者、巡礼者、暗やみを征服する征服者だ。この時刻表の中にいれ

ば良い。9 つのことを信じなければならない。なぜか。奪われた実際の状況を回復しなければならないからだ。 

1) 3 団体はネフィリムの中に入って、目に見えないことを攻撃して物質を握って揺さぶっている。自分を全く現わ

さない。すでに実力を持っているのだ。 

2)ヨーロッパに入り込んだのだ。 

3)アメリカに入り込んだのだ。 

 

残りの者、巡礼者、征服者は無条件祈り 24だ。25 神の国を現すようになる。00 自動でくる。 

 

3.これがなりたつとき、技能を圧倒するようになる。これが最も簡単で正確なのをすることだ。これがみなさんが新

しく見つける使命だ。 

1)ただ－一生のただ、現場のただもある。「私が必ずすべきことは何だろう」それがただだ。 

2)唯一性の答えがくる。 

3)再創造だ。 

 

□結論_ただ、唯一性、再創造は享味わって知っているので、システムを作らなければならない。 

OURS(ただ、唯一性、再創造のシステム) - 3 企業- 

1.社会的システムを作らなければならない。 

 

2.次世代を生かさなければならないから文化的システムに行かなければならない。 

 

3.宣教的なシステムに行くのだ。 

 

＜全文書き起こし文翻訳＞ 

このファッションは芸術ですが、芸術と異なる点は少し流行を作ります。それゆえ、ちょっと時間が制限されていま

す。それゆえ、みなさんがちょっと大変なのです。結局、みなさんはこれを(Ⅱコリ 5:17)する人々です。再創造の働

きを成し遂げるでしょう。私たちの中には良いファッション専門家が多いです。実際の私たちの教授も多く、実際の

人物も多いです。どのように編集、設計、デザインするかにしたがって世界化もできます。 

今はもう、私たちのメッセージを誰が持って行ってみる時は自由に見ることができるのですが、いつも私たちのもの

だということが出て来ます。そのように作るのは理由があります。237、いやし、サミットを持って世界化ができます。

それを私が準備するのです。そして、もう資料に対してもチームが集まって一緒にフォーラムを来週から始めます。3

団体がきて見ても「あぁ、これはそうだな」という考えができなければなりません。それゆえ、他の人のものを引用す

る時は、必ず出典を明らかにしなさいと話しました、法的に。なぜなら、私たちは私たちのことを語ろうとしているか

らです。すでにこのような準備だけすれば、私たちのファッションをするみなさんは、世界福音化できる最も大きい

道具を持っていると見れば良いでしょう。単純に商品だけ売るのではなく、この部分を(流行)動かすので、みなさん

働きがとても重要だと言うことができます。 

 

□序論_ネフィリム現場(わざわい) 

すでにみなさんが考えている悩み事を私が報告書で見ました。その程度のことをみなさんが見たとすれば「答えを受

けることができる」と思います。私と私たちがみな同じく共感するのは「ネフィリム現場だ」とみなさんが見たので

す。 
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1.自分自身-表現 

それで、ファッションこれがなぜ簡単にこのように(ネフィリム現場)になるかというと、自分自身を表わさなければ

なりません。何か自分自身を表わすというよりは、自分のものを表現しなければなりませんから。もう、福音がなけれ

ば、ネフィリム現場の中に行くのです。これが(自分自身)ネフィリムですから。それゆえ、何、音楽をする人もそう

で、すべて自分のものを何かを表現をしなければならないということでしょう。そして、この表現をしようとするか

ら、自分自身が限界あることが分かるということです。ですから、何かの助けを受けなければならないでしょう。 

 

2.霊感- 3 団体 

これでファッションをする人々が、こちら(霊感)に傾くのです。それを(霊感)受けなくてはならないということを分

かりますね。これを 3 団体が活用をしたのです。そうです。3 団体を見ればすごいです。 

さあ、この影響を(霊感- 3 団体)受けることができない人々は、麻薬側にたくさん行ったのです。何か自分を越えなけ

ればならないから。自分のものを表現しようとするから、何かを越えなければならないということでしょう。 

 

3.時間-没頭 

そして、ただの単純な芸術品は、お金目的ではなくて、時間をたくさん持って行くでしょうが、このファッションとい

うことは流行なので、時間が制限されています。そうするうちに見ると、みなさんが多くのストレスがあるのにもか

かわらず、ここに没頭をしなければならない状況ですね。この事実が、福音なければ大変なことになります。ファッシ

ョンだけそうではなく、レベルがある部分はみなそうですね。ファッションだけそんなことなのではなくて。 

 

4.ネフィリム 

そうするうちに、私も知らない時間に引っ張られて入っていくのです。このように行くのです。 

 

5.バベルの塔 

私も知らない間に、こっちに行きます。何かをすべきだから。ですから、このように行くのです。このように。私は、

きのう重要な人ひとりに会いましたが、この人がとても何かを熱心にたくさんする人です。ところで、この人には長

所が成功をちょっとたくさんしたのです。それゆえ、私が考えをたくさんしました。「あぁ、この人に本当に福音が必

要だけれど、いくつか成功をたくさんした人だと」ややもすれば、下手すると私たちはこのように(序論)なります。必

ず記憶しなければなりません。 

 

□本論_神の子ども 

それゆえ、みなさんは最も重要なことは、ファッション専門家である以前に神の子どもです。このことを肝に銘じな

ければなりません。みなさんは神の子どもです。さあ、そうだというとき、なにをしなければならないのでしょうか。 

 

1.霊的圧倒－霊的な力 

ファッション専門家であるみなさんに最も必要なことは何でしょうか。ひとまず、霊的に圧倒できなければ、彼らを

生かすことはできません。ですから、みなさんに霊的な力が相当に必要です。これが一番最初です。 

みなさんがこの中に入っていなければなりません。 

 

9 つ 

今、最近出てくるメッセージをよく見なければなりません。 

最高の霊的状態九つを今、メッセージで見いだして話しています。その九つが三つの時代でしょう。 

 

[超越] 

御座の力と時空超越と 237 の光という 3 超越ということです。これを味わえないなら、その人は(序論-ネフィリム現

場)を味わっているということです。私たちは味わっていないのですが、この優れたファッション専門家と未信者は味

わっています。ですから、とても大きなこのファッション世界が、世界を動かしながら、こちらへ(序論:わざわい)入

るのです。みなさんがこれ一つだけ肝に銘じても、すごい契約を握っているのです。違うといっても仕方がありませ

ん。分かっても、分からなくても関係なく入ります。 

すると、これは(序論:わざわい)くるしかありません。もう大流行をすればするほどくるのです。これが今、私たちが

見た現実です。みなさん、この中に(9 つ－超越)いなければなりません。 

 

[セッティング] 
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これを悟ったら、二つ目のことが出てきます。私の中に神様が、とてもすばらしいことを植えておられることをご存

知でければなりません。そのときから。それはなんでしょうか。神のかたち。創世記 1 章 27 節でしょう。また、なん

ですか。神様が私たちのたましいにいのちの息を吹き込まれたと言われています。それが創世記 2 章 7 節です。私た

ちには、神様が霊とたましい、霊魂をくださったのです。それを生かすこの力を、私たちに神様がくださるのです。 

その三つがきちんとセッティングされなければなりません。 

 

[空前絶後] 

これが成り立つと、みなさんには、自分が必ず空前絶後の人なので、三つの空前絶後が出てきます。私と職業と宣教で

す。そうして、私と教会と職業です。これが空前絶後なことが出てきてしまうのです。必ず記憶しなければなりませ

ん。私が確信しているのは、みなさんはすることができます。幸いに、私が今まで長い間見ましたが、ファッション専

門家の教授もそうで、実務者が、この方は目立つようにする方々ではありません、私が見るとです。普通、他の方々を

見れば自分がやろうとしてやめます。目立とうとする途中で、やめることが多いです、これが。そうです。みなさんが

これの中に(9 つ)入れば、自然に世界を掌握できます。なぜでしょうか。 

 

1)霊的状態 

すべての人間は霊的状態があるからです。 

 

2)文化状態 

これで文化状態に変わります。そうでしょう。 

 

3)社会状態 

これで、社会状態に変わるからです。それゆえ、この部分が(9 つ)がとても重要です。 

ファッション専門家はすでに知っていますが、「みなさんが霊的な力を蓄えて、実際にこの中に(9 つ)いなさい」これ

です。それで私はこれを(9 つ)、常に祈ります。最初から私の祈りの中にいつもあります。すると、このように(霊的

状態、文化状態、社会状態)なるしかありません。みなさんの働きを誰が止めようとしても止められません。これから、

今、私たちのみなさんとチームが世界福音化ができるとても大きな門が開くでしょう。 

 

2.生活圧倒－残りの者、巡礼者、征服者 

－奪われた実際の状況 

二つ目です。すでに霊的であることを圧倒しなければならず、みなさんはこの生活を圧倒しなければなりません。ど

のように圧倒するのでしょうか。 

 

残りの者 

みなさんは残りの者です、 

 

巡礼者 

この時代に。みなさんは巡礼者です。 

 

征服者 

みなさんは人を征服するのではなく、暗やみを征服する征服者です。 

この時刻表の中に(残った者、巡礼者、征服者)いれば良いのです。必ず記憶しなければなりません。 

ほとんどの信徒が、神様のみことばより他のことを握るのですが、みことばを握るべきです。 

私が今、話をした９つのことは私が作ったのではなくて、聖書にあるとても重要な単語を今このように……。イエス

様も一番最後にこのみことば(9 つ)を言われました。天と地のすべての権威が与えられていると言われました。そし

て、あなたとともにいる。最後にまた集めては、神の国のことを説明されました。御座です。それが世界福音化するこ

とだと時空超越をおっしゃいました。それが 237 の光です。 

すると、私たちの中にはとても大きなことが事実あるでしょう。救われたということは。この中にあることを生かせ

ないから 3 団体が話す潜在意識啓発、無意識啓発という単語の前で負けるのです。その人々が霊的に暗いから、その

ような単語を使ったのです。「あなたの中にはすばらしい潜在力がある」と話します。そうですね。私たちはそれでは

ありません。私たちの中にある神のかたち。私たちの中には、神様がくださった霊的なたましいの力と、生かすことが

できる奥義をくださいました。 

聖書で答えを受けた人々は、みな空前絶後の答えを受けました。この力を受けなさいということです。みなさんが信
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じれば、受けるようになっています。どのようにしてファッション専門家になりましたか。ファッション専門家にな

らなければならないと信じたので、来ているのです。なぜ仕事をしに行きますか。お金を儲けてこそ生きると信じる

ためです。信じてこそ、それがなるのです。この事実を信じなければなりません。なぜでしょうか。 

 

奪われた実際の状況 

奪われた実際の状況を回復しなければなりませんから。みな奪われてしまいました。 

 

1) 3 団体 

3 団体。私たちは御座という祝福は感覚もないのに、この人たちはネフィリムの中に入って、それをしているのです。

多くの重職者も、目に見えることをくださいと考えているのに、この人たちは、目に見えないことを攻撃しました。ど

のように考えますか。私たちは、現実的に物質の前に身動きできないのに、この人たちは、物質をとらえて揺さぶって

いるのです、今。 

3 団体の特徴があります。私たちはかなり自分を現わすでしょう。全く現わしません。それは、わざわざ現わさないの

ではなく、すでに実力を持っているということです。現わして見つけられる必要がないと考えるのです。その程度に、

すでに先に行っています。 

 

2)ヨーロッパ 

いよいよこの部分が最も大きいそのようなヨーロッパに入り込みました。何、ヨーロッパファッションは、言い表せ

ません。 

 

3)アメリカ 

アメリカに入り込むのです。これをみなさんが見つけ出さなければなりません。 

 

24,25,00 

それゆえ、私たちは残りの者、巡礼者、征服者は、無条件祈り 24 です。今でもみなさんがそのまま座っているより、

祈りながら座っていることがはるかに気楽です、そうでしょう。人々が何かを知りません。本当に知らずにいます。 

みなさんが集会をするのも大変ですが、出席を三時間する、大変です。そうでしょう。その 24 祈りを分からないなら

ば、本当に大変でしょう。みなさんが 24 祈りの奥義を分かるなら、聖日一日礼拝をささげるでしょう。とてもすばら

しいことを勝ち取るようになります。 

何を勝ち取るのでしょうか。これを(25)勝ち取るでしょう。「あ、神の国」イエス様がこれをおっしゃって行かれたの

ではないでしょうか。40 日間も。イエス様がそのようにおっしゃったことを私たちが関心を持っていないということ

は、本当に道を誤って選択したことでしょう。そのように集めて神の国のことを 40 日も説明すれば良いのに、しばし

ば別のことをするということです。 

それ以後に自動でくることがこれです。永遠。しなければなりません。 

 

3.技能圧倒 

－正確なこと 

―新しく見つける使命 

さあ、もうみなさんは、いまこれが(本論 2)なりたつとき、この技能を圧倒するのです。この技能を圧倒するというか

ら、また、誤解をします。多くの人々が「あ、本当にものすごいことをしなければならない」と考えます。最も簡単で

正確なことをするのです。最も簡単で正確なことをすれば、さらに簡単です。度々大変に間違うようにするから、どれ

くらい大変でしょうか。これが、みなさんが新しく見つける使命です。 

何を私たちは見つけ出しますか。 

 

1)ただ 

それが、ただです。必ずあります。ただ。一生のただもあって、現場のただもあって、どこへ行ってもあります、ただ。

本当に、これが答えを受ける道です。たとえば、教会に行けば瞬間的にすべき働きは何かあるでしょう。私がすべて知

って関与するのではなく、私が必ずすべきことが何だろう。それがただです。 

前に私が話したのではないでしょうか。新しい信徒なのに、この人が大事業家です。大事業家らしく、静かに教会の諸

職会があったので、諸職会に出席をしたのです、後ろの席で。私が見る時は、その人が、ただを発見したのです。教会

をはやく理解するためには、諸職会に参加するのが一番はやいでしょう。それがもう頭の回転が速い人です。私たち

は単に諸職会に出て帰って行くでしょう。この人が諸職会の資料を持って帰って、みな分析したのです。新しい信徒
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が。何を分析したかというと、予算表を分析しました。この予算表を分析しておいて、普通、無駄なことと、他の人の

無駄なことを言うでしょう。この人は、無駄なことを言うのではなく、0.3%しか教育費が策定されていなかったので

す。なので「やむを得ずこのようになった形なのに 0.3%しかないから、教育がとても足りないのではないか」これで

す。それで、私が教育部にちょっと献金をしてはいけないかと尋ねました。すごいでしょう。そのとき、私がこの人を

見ながら「あぁ、この人は内容がある事業家だな」内容がある人は違います。そうです。出しゃばったりしません。む

やみに批判をしません。これを(ただ)ぴったり見る……。あ、それで私が「あぁ、その何献金はいつしてもかまわない

のに」私がその瞬間考えたのが、党会員たち話せばまた、堂会員がその人々が格好で長い間の信徒の自尊心があるで

しょう、それ刺激するかと思って、私がすぐに私たちの部長の按手執事を紹介したのです。なので、部長の按手執事を

紹介したら、部長の按手執事が担当するようになるから、それを持って堂会に話したら、堂会が話す言葉がありませ

ん。その人を呼んで拍手して、こうしました。 

 

2)唯一性 

すると唯一性の答えがきます。すべての事業がそうしなければなりません。すべての教会の働きがそうあるべきです。

むやみに話して、やたら出しゃばるのです。他人のこと話して……私たちはそうするでしょう。その新しい信徒の話

で、一気に分析をして自分がすることをぴったり見つけ出したのです。 

 

3)再創造 

難しいことではありません。それが再創造ではないでしょうか。このように見つければ良いのです。 

 

□結論 

[システム] OURS 

- 3 企業- 

結論を結びます。時間がたくさん過ぎました。みなさんがいましなければならないことは、ただ、唯一性、再創造はす

でに味わっていて、知っているので、作らなければならないことが一つあります。システムを作るのです。それを、た

だ(O)、唯一性(U)、再創造(R)のシステム(S)です。ただ、唯一性、再創造と、ただ、唯一性、再創造のシステムとは別

の話でしょう。これを作らなければならないのです。 

それゆえ、さっきみなさんが、報告された方が 3 企業についての話をしました。ファッション 3 企業を話しましたか

ら。そのようなこれがシステムです。 

 

1.社会的 

そうするならば、ファッションが社会企業側に行く前に、何からしなければなりませんか。社会的システムを作らな

ければならないでしょう。 

 

2.文化的 

そして、次世代を生かさなければならないから、文化的システムに行かなければならないでしょう。 

 

3.宣教的 

そしていま宣教的なシステムへ行くことでしょう。何、これまで考えればみなさんに答えがきて、また、みなさんする

ことができます。これも何そんなに難しく考える必要はありません。 

私が聞いた話ですが、日本人と韓国の人々と差が大きくある中で、有名な声楽家は日本にもいて韓国にもいるでしょ

う。ところで、私たち韓国では有名な声楽家になったり、音楽家になれば、会うのが難しいです。昔に私たちの、私が

大学生の時、チョン・ギョンファというヴァオリニストが韓国にきて、ヴァイオリン一度したではないですか。せっか

く韓国にきたので、奉仕することにして、一時間に 300 万ウォンだけ受けることにした、ということです。そのよう

にニュースに出ていました。ところで、そのような人に会うには、空の星をとるようなことです。ですから、難しいで

しょう。 

ところで私が聞いた話なのですが、日本には有能なそのような音楽家が出てきます。その人々が学校を訪ねて行くと

いうことです。それが違う点です。私たちの韓国でその方を一度迎えるにはいろいろなことをすべてしなければなら

ないでしょう。その人々の時間があれば、学校に自発的に訪ねて行くそうです。「あぁ……。これが違うんだな」です

から、どれくらい子どもに影響を与えるでしょうか。誰かが来てくださいと言ったのでもないのに、自分たちが母校

も訪ねて行って、小学校も訪ねて行って、訪ねて行くのです。このように。それがこれ(宣教的)はじまりではないでし

ょうか。みなさんがファッションをこのような形で(社会的、文化的、宣教的)入っていくならば、無尽蔵な畑もあると

いうことです。 



出典：(社)世界福音化伝道協会 www.wedarak.net  翻訳監修：https://www.jcmessage.jp/ 

私がいつもする話、私はあのテコンドーこれが世界福音化の道ですが、テコンドーの館長を見れば「ああ……ああし

ておいて、何の世界福音化か」と言いたいほど苦しいです。私ならば、無条件テコンドー巡回タラッパンをします、無

条件、毎日のように。すると、弟子が出てきます。すると、弟子を呼んで集めるべきで、無駄に毎日わずかなこと受け

入れるので、ですから、生活するのが大変で門を閉めるのです。参考にしなければなりません。みなさんが、この単語

を(3 企業)使ったということが重要な契約を握ったのです。祈ります。 

 

祈り 

神様に感謝します。本当に神様のビジョンを持つファッション専門家が隠されています。この方が正確な契約の中に

いますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 

 

直筆 

 


