
2012年7月15日 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時代の伝道者の生活の実現 (26)「海外レムナント使命

者」(イザ6：13、ゼパ2：7) 

聖日1部: 最大の課題、栄光と平和（ルカ2：1－14） 聖日2部：一つのために（ヨハネ3：1－16） 伝道学RUTC時代の伝道者の生活の実現 (26)「一つの生活」(使1：8) 

１．急務な中間指導者 

(1) 出3：16－18 

(2) ヨシ3：1－3 

(3) Ⅰサム7：1－15 

(4) ダニ3：8－23、6：10－22、エス4：1－16 

(5) 使17：1、18：4、19：8 

 

2．レムナント牧会者の必須 

(1) Ⅱテモ2：1－7 

(2) コロ4：7－8 

(3) ピレ1：1－25 

 

3．個人の絶対確立 

(1) 唯一(ただ)一つ  

①使1：1－8     ②使1：14    ③使2：42 

(2) レムナント宣教師 (かくまわれた者、散らされた者、残りの者) 

(3) 残りの者 － 残った者、残る者、サミット、伝道弟子、重職者 

 

 

核心：RUTC時代の伝道者の生活の実現 (26)「未自立(1)－タラッパンの

成功はすべての成功」(使1：1－8) 

 

1．始まりが正しければ、必ず勝利します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2．神様は、唯一(ただ)というプレゼントをお与えになりました。 

(1) 使1：1、3、8     (2) 使1：14       (3) 使2：42         

(4) 使4：12        (5) 使6：2－4     (6) 使11：19 

(7) 使12：1－25 

(8) 使13：1－12、16：16－18、19：8－20 

(9) 使19：21、23：11、27：24 

(10) ロマ16：1－27、Ⅰコリ16：14－24、コロ4：7－15 

 

3．神様が準備された答えは、唯一性の答えです。 

(1) 使2：41 

(2) 使9：15 

(3) 使11：19、13：1、16：6－10、19：21 

(4) 使18：1－4 

(5) ロマ16：23 

＊序論 

▲今日ルカ2:14、私たちの最大の課題になって祝福になる「栄光と平和」

をタイトルにした。私たちの信徒がどのようにこれを解決して答えを

得なければならないのか。一つだけよく考えれば良い。イエス様が

大工の家に、馬小屋に生まれて、イエス様生まれたニュースを身分

が低いと見なされる羊飼いが聞いて伝えるようにされるのか。今、レ

ムナント、信徒が見て葛藤して悩むのは、みなみなさんのことではな

く、にせ物の答えだ。そんなことに葛藤する価値は1%もない。 

▲そのように来られたイエス様に最高の答えをくださるのに「いと高きと

ころに栄光が神にあるように。地の上に平和がみこころにかなう人々

にあるように」この栄光をキリストを通して私たちに現わされ、神様に

ささげるようにされると言われた。ヨハネ11:40、もしあなたが信じるな

ら、あなたは神の栄光を見ると言われた。地の上には平和と言われ

た。世の中にはすべてがあるのに一つだけがない。平和だけがな

い。お金でも生きられない。 

1.栄光と平和の絶対的な鍵(key)は何か 

(1)イエス様がこの地に来られたのは、地獄、サタン、のろいの権威を完

全に滅ぼされたことで、これが神様に栄光であり平和だ。 

(2)ルカ4:1-13、イエス様が一番最初にされたことが荒野に出て行って祈

って、サタンとの戦いをされたが、イエス様がこのサタンの勢力をみ

な砕いてしまわれたのだ。そして、イエス様は弟子をたてられた。 

(3)ルカ4:31-37、弟子をたてて一番最初に見せられたのが何か。病気に

なった者、悪霊につかれた者をみないやされるのだ。神様には栄光

で、この地でみこころにかなう者たちには平和だ。 

2.ルカの福音書に7個の比喩を通して栄光と平和を説明された。 

(1)祭りの比喩(ルカ14:15-24)-事実上、みなさんを無理やり連れてきてこ

こに座らせておいたのだ。 

(2)いなくなった羊(ルカ15:1-7)の比喩 

(3)なくした金貨の比喩(ルカ15:8-10)  

(4)放蕩息子の比喩(ルカ15:11-32)  

(5)召し使いの比喩(ルカ16:1-9)-私たちが世の中を生きる間にもうけた

お金で人を買いなさいという言葉だ。 

(6)金持ちとラザロ(ルカ16:19-31)-みなさんが本当に神様の栄光と平和、

この祝福を持って救われるのが最高の祝福だ。 

(7)やもめと裁判長(ルカ18:1-8)-くやしいやもめの事を裁判長が解決しな

いか。 

▲にせ物の答えにだまされずに本物の答えを受けなさい。 

3.神様の栄光と平和を味わう特権と方法 

▲みなさんは救われたので祈りの答えを受ける資格と特権と方法を持

っている-祈り 

(1)ルカ11:5-13、聖霊を贈り物でくださらないだろうか。 

(2)ルカ18:1-8、神様が必ず答えてくださる。 

＊結論-医師ルカの証言(使徒1-2章)  

(1)祈りの答えを受けようとするなら順序を変えなさい。 

▲神様の恵みを受けたら必ず門が開かれる。そちらへ行きなさい。 

(2)このときから「ただ」という単語がくる。 

(3)このときから唯一性の答えがき始める。 

▲今日、最高の祝福が始まることを希望する 

＊序論 

▲三種類の人がいる。 

(1)神様なく熱心に生きる人 

(2)私が熱心に生きるのに限界のために神様を信じて祈る人 

(3)神様が与えられる大きい恵みの中ですべての答えを受ける人。祈り

の中で、答えの中で私の事業を動かしていく人 

▲みなさんは必ず-  

(1)夜-不信仰、悩み事、傷を抱いて絶対に寝てはいけない。夜にはその

まま寝ずにいやす定刻祈りの時間を持ちなさい。夜に少しの間メッセ

ージも聞いて考えて寝なさい。明日のスケジュールを見て、伝道資料

を準備しなさい。とても自然にしなさい。 

(2)朝-必ず余裕で起きなさい。動きながら集中祈りをしなさい。その日起

きる事を祈りながら準備しなさい。 

(3)昼間- 24時力を得る祈りが必要だ。昼間には25時をしなさい。これを

24と言う。 

そうすればみなさんが頂上(Top)にのぼる。頂上に立ったということは他

の人が見ない答えを受けるようになる。この祝福をずっと、味わえば

超越するSuper Topに立つようになる。このときから答えがくるのに、

まずさいしょに来る答えが 

①イエスがキリストだ!(聖書)すべての問題が終わった。 

②キリストは私の主人だ。(救い) 

③キリストをキリストとなるように証明するようになる(信仰生活)。この説

明が一番よくされているのがヨハネの福音書だ。 

1.最高の権威を見るようになる 

(1)ヨハネ1:12、神様のみことばが肉となってこの地に来られたが受け入

れた人々、すなわちその名を信じた人々には神様の子どもになる特

権をくださって... 

(2)ヨハネ2:1-12、キリストが主人になるとき、奇跡のみわざが起きた。 

(3)ヨハネ3:16、神様がひとり子（イエス・キリスト）を与え荒れるほど世を

愛されたので、彼を信じる者は滅びずに永遠のいのちを持つため。 

2.神様がともにおられる証拠がきはじめる。 

(1)ヨハネ4:24、神様にささげる礼拝はどこでも受けるのだ。神様に礼拝

する者は霊とまことによって礼拝しなければならない! 

(2)ヨハネ6:63、生かすのは霊で、肉は無益だ。みなさんが行く所に表に

現れずに霊的な働きが起きる。 

(3)ヨハネ10:14、イエス・キリストはよい牧者だ。みなさんの人生を導か

れる。 

3.私たちに永遠な保証をされた 

(1)ヨハネ13:1-20、どこへ行こうが、みなさんはしもべの役割をしながら

世界を福音化するようになる(足を洗う奴隷)。すべての教役者は一般

信徒に仕えるみことばのお使いだ。重職者はすべての教役者がみこ

とばと祈りに専念できるように仕えなければならない。 

(2)ヨハネ14:1-27、何の心配もする必要がない。保証された。 

(3)ヨハネ21:15-18、あなたはわたしを愛しますか。小羊を飼いなさい。 

＊結論-ヨハネ16:33  

▲あなたがたは世の中で患難にあうが大胆でありなさい。わたしは世

に勝った! 

1．一つで始める 

(1) 使1：1 

(2) 使1：3 

(3) 使1：8 

(4) 使1：14 

(5) 使2：42 

 

2．一つで問題解決 

(1) 使5：1－11 

(2) 使11：1－18 

(3) 使12：1－25 

 

3．一つで実現 

(1) 使1：14 

(2) 使13：1－4 

(3) 使16：6－10 

(4) 使19：21 
(5) 使28：30－31 
 

地域教材：(伝道者と信仰の英雄たち) 福音的に生きたサムエル(Ⅰサム
3：19) 

 
1．福音を持った人が福音的に生きると、多くの答えを味わいながら失っ
たことを回復することができます。しかし、福音を持って救われたに
も関わらず、非福音的な生活をする人々がほとんどです。 

(1) 非福音的な生活 － 律法を強調、恨み、傷、度を越えた原理を主張 
  ① 使11：1－18    ② ロマ16：17－20 
(2) 福音的な生活は、自分、人間、現場の事実を見る生活です。 

(創3：1－20) 
(3) 罪人であることを知り、罪の問題を自ら解決することができず、解決
者が必要なことを知るまことの知識が生まれます。(ロマ3：10、23) 

(4) 悔い改めと赦しを知る生活です。(ピレ1：1－25) 
(5) すべての方法を人を生かす方法として用いるようになります。 
 
2．サムエルの生活は、福音的なものでした。 
(1) 契約の箱の事件をよく知っていました。 
  ① 血の契約と出エジプト (出3：18－20) 
  ② 荒野で契約を成就 (Ⅰサム3：1－3) 
(2) すべての民を神様に帰らせるミツパの集いの際に、偶像を捨てて神
様に犠牲の全焼のいけにえをささげました。(Ⅰサム7：1－15) 

(3) 幼いダビデにこのことを伝えて、王になることに力を注ぎ、後に契約
の箱を置く神殿建築を準備させました。(Ⅰ歴29：10－14) 

 
3．神様はサムエルを通して多くの重要なことをなさいました。 
(1) サムエルが言うこと一つも地に落ちないようにされました。 

(Ⅰサム3：19) 
(2) サムエルが生きていた間には、イスラエルに戦争がありませんでし

た。 
(3) ミツパ運動によってすべての民を生かしました。(Ⅰサム7：1－15) 
(4) ダビデのような偉大な人物を育てました。(Ⅰサム16：1－13) 
 
* 週間祈りの課題 (Ⅰサム3：19) 
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RUTC時代の伝道者の生活の実現-文化征服(使徒1:1、2:1、3:1)、現場実現(ローマ16:25、26、27) 

 

(1)聖日1部(7月8日)→ 伝道者の生活、その実現の前と後（マタイ16:13-20)  

▲イエスがキリストという福音を正しく理解して味わう信仰生活するようにしてくださったことを感謝します。キリ 

ストを私の思いのどおりに理解して主張するのではなく、福音の本質を握って勝利することができますように。キ 

リストのなかで岩の祝福、暗やみの権威に勝つ祝福、天国の鍵を持って事実的な答えを味わえますように。今日も 

小さいところで、問題と事件の中で、成功の中でキリストの契約を正しく握って味わえますように。それで、私の 

人生に五旬節の能力、力が現れますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 

(2)聖日2部(7月8日)→ 至上最大の事件(マルコ10:45)  

▲イエス様をあがないの代価として送ってくださった至上最大の事件を通して救いの祝福を味わえるようにしてくだ 

さったことを感謝します。神様を離れた原罪は、人間の力で解決できないことを知って、あがないの代価になって 

解決されたキリストを告白します。未信者状態を人間の力で解決できないことを知って、あがないの代価になられ 

たキリストを告白します。ますます霊的問題がくるしかない世の中で、あがないの代価になられたキリストをあか 

しして、人々を生かすようにさせてください。今から毎日毎日深い祈りの中に入れますように。イエス・キリスト 

の御名によってお祈りします。アーメン 

 

(3)重職者伝道企画集い(7月8日)→ 地域教材:福音後継者ヨシュア(ヨシュア1:1-9)  

▲聖書で最も重要な事件は出エジプト事件だ。ここで三つのことを悟らなければならない。 

①モーセの役割-教会がいくら難しくても牧師だけ揺れなければ大丈夫だ。牧会者はホレブ山の祝福を(出3:18)味わわ 

なければならない。 

②ヨシュアの役割-副教役者はすべての民といっしょに(ともに)を味わって、次世代のための記念碑を残しながらどん 

なことに会っても大胆ならば良い。 

③重職者の役割-重職者を中心にしてヨルダンが分かれて、エリコが崩れて、空前絶後な答えが起きた。重職者として 

空前絶後な栄光を神様に帰そう。 

④結論-副教役者は現場を真っ直ぐに見て、ともにすることを学び、祝福を味わいながら牧師按手を受ける時ぐらいに 

なればすべての準備ができていなければならない。 

 

(4)キョンイン伝道集会(7月10日)→ 伝道者の生活の実現 

▲1講:待ちなさい(使徒1:4-8) 

①序論-使徒1:4-8を握って待つとき、注意することが不信仰する必要なくて、人にだまされる必要なくて、環境にも 

だまされる必要はない。契約を握って本格的に24時をしなさい。 

②どのように待つべきか-使徒1:1節の証拠が現れるように、使徒1:2節の現場変化が現れるように、使徒1:8神様の力 

が出るように待ちなさい。 

③いつまで待つべきか-使徒2:1、使徒2:9-11、使徒2:41、使徒6:7、使徒9:1-43、使徒10:1-45、使徒12:1-25。このよ 

うに時刻表がくるから待ちなさい。 

④このときからイエス様が一番初めに言われたみことばが成就し始める-マタイ28:16-20、マルコ16:15-20、使徒1:8 

⑤結論- 24時の基準は使徒12:1-25霊的な深い段階に入って、使徒13:1-4人、場所、すべてのことを神様がみな導かれ 

る働きが起きて、Ⅱコリント12:1-10神様の大きい恵みが現れるのだ。みなさんは24時の証人だ! 

▲2講:聖霊の働きの導き(ヨハネ14:16-17) 

①序論-聖霊の働きは救われた人が当然受けられる唯一の祝福だ。聖霊働きの導きを受けるということは、聖霊に満た 

された証拠で、また聖霊の満たしを受ける道だ。それで、今から24時をしながら聖霊働き、導きの中で特別体験を 

しなさい。 

②聖霊の導きを受ける重要な開始がある(道しるべ)-創世記37:11(創世記39:2)、出3;1-20、Ｉサムエル3:1-18(19)、 

詩78:70-72(Ｉサムエル16:13)、Ⅱ列王2:9-11、イザヤ6:1-13、Ⅱテモテ2:1-2、マルコの屋上の間、Ⅱコリント 

12:1-10、キャンプ/できごと/ことば/危機がきたとき、聖霊働きの導きから受けなさい。 

③いつ神様がおもに働かれるのか(時刻表)-使徒1:14(使徒2:1)、使徒2:9-11(使徒2:41)、使徒2:32-35、使徒4:32-37、 

使徒11:19、使徒13;1-4、使徒16:6-10/使徒19:1-7/使徒19:21 

④聖霊が働く重要な目標-重職者、レムナント教役者 

⑤結論-重職者は教会を生かしなさい、牧師は私の地域と時代を生かしなさい、レムナントは未来を生かしなさい。 

▲現チーム:伝道者の生活の実現-3つの奥義 

①序論-信仰生活は神様の愛ですれば良い。(マタイ5:1-7:24、マタイ8:1-17、ヨハネ6:1-63、使徒2:43-45、使徒6:1- 

2、使徒11:1-18、使徒21:1-6) 

②本論-教会の目的と本論は弟子だ(マタイ13:1-58、マタイ16;13-20、マタイ17:1-9、使徒6:3-4、使徒7:1-46、使徒 

8:4-8/26-40、使徒9:10/36-43、使徒10:1-6、使徒11:19、使徒12:1-25) 

③結論-散らされた者、隠された者、残った者だ。 

④結論-この目を持ってキャンプして、仕事をして、人に仕えなさい。今日から最も気楽に個人キャンプ(普段の時祈 

りキャンプ、定刻礼拝、集中祈り)、教会キャンプ、伝道キャンプをしなさい。 

 

(5)レムナント教師/働き人セミナー(7月12日)→ 夏聖書学校教師セミナー 

▲主題:レムナントの開始、目標、実現 

①胎嬰児*乳児*幼児部 

1課:レムナントの開始-創世記37:11、金持ちフォーラム 

2課:レムナントの目標-出2;1-10、夫婦フォーラム、母子フォーラム 

3課:レムナントの実現-Ｉサムエル3:19、夫婦フォーラム、母子フォーラム、牧会者フォーラム 

②小学生*中*高等部 

1課:レムナントの開始-詩78:70-72、この日以前(普段の時の祈り) 

2課:レムナントの目標-Ｉサムエル16:13、この日以後-聖霊の満たし(タラント、唯一性、ビジョン) 

3課:レムナントの実現-Ｉサムエル17:1-47、ともに(時刻表)-教会を生かしなさい。 

③大学*青年部 

1課:レムナントの開始-Ｉ列王19:19-21、召命(決断、判断、開始) 

2課:レムナントの目標-Ⅱ列王2:9-11、聖霊の満たし(倍の霊) 

3課:レムナントの実現-Ⅱ列王6:8-23、RUTC(ドタンの町の運動-時代的な目) 

 

(6)産業宣教(7月14日)→ 海外レムナント使命者(イザヤ6:13、ゼパニヤ2:7) 

①レムナント1人1人を見てあげる中間指導者が至急だ。 

②レムナント牧会者が必須だ-Ⅱテモテ2:1-7、コロサイ4:7-8、ピレモン/オネシモのような人物を助けるレムナント 

牧会者が必須だ。 

③レムナントは個人を確立させるのが最も重要だ-ただ(使徒1:1-8、使徒1;14、使徒2:42)、レムナント宣教師として 

 立ちあがりなさい。残った者として世界を生かすようになる。 

④結論-問題に会ったら問題ないとみなさい。そしてこの問題を別の角度で応用したり創意的に見なさい。そして、そ 

の部分が私の使命になるのだ。 

 

(7)伝道学(7月14日)→ 一つの生活(使徒1:8) 

①伝道学-一つの生活(使徒1:1、キリストで始めなさい) 

②重職者大学院-時代責任(レムナント教師講習会メッセージ9種類) 

③地域伝道専門訓練-伝道者の成功の秘訣(24時) 

 

(8)核心訓練(7月14日)→ 未自立(1)-タラッパン成功は全てのもの成功(使徒1:1-8) 

①どのように始めるのか-キリストの契約を握って祈りの祝福を味わいながら始めなさい。 

②神様がくださった「ただ」の祝福を実際的、科学的に、寝る前に10分だけ味わいなさい。 

③この目が開けば当然唯一性の答えがくる。 

④結論-聖書箇所9つ(夏聖書学校主題)を心に入れて今回の夏勝利しなさい。 

 

(9)地域教材(7月14日)→ 福音的に生きたサムエル(Ｉサムエル3:19) 

週間メッセージの流れ (2012.7.8.-7.14.) 


