
2015年1月11日  週間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時代の一心、全心、持続の方向 (1)「根本的な祝福、

回復の力、挑戦の答え」(使27：24) 

聖日１部：三人が回復したこと (創6：14－20) 聖日２部：イサクが回復したこと (創22：13－19) 伝道学：伝道者の生活の一心、全心、持続の方向 (1)「三つの伝道」(使

19：21) 

1．根本的な祝福 

1) ルカとテオピロ 

2) オリーブの山と神の国 

3) 聖霊の働きと三つの祭り 

 

2．回復の力 

1) 使2：1 (その日) 

2) 使2：5 (その時に) 

3) 使2：47 (毎日) 

 

3．挑戦の答え 

1) ツラノとローマ (使19：21) 

2) 法廷とローマ (使23：11) 

3) 嵐とローマ (使27：24) 

 

 

核心：RUTC時代の一心、全心、持続の方向 (1)「アブラハムの千年の答

え」(創22：13－20) 

 

1．アブラハムの決断 

1) 創12：1－3 

2) 創13：14－18 

3) 創15：6 

 

2．アブラハムに与えられた力 

1) 創14：13－16 

2) 創19：1－11 

3) 創21：1－7 

 

3．アブラハムの挑戦 

1) 創22：17 

2) 創22：17 

3) 創22：18 

＊序論 

▲今90%の人々が生活も、教会も、勉強も難しい。なぜそうなのか。だめ

だからそうだ。その理由を私たちは知って、信仰生活しなければならな

い。 

▲いったい人間にはなぜ困難がきたのか。一つのためにだ。 

1)創世記3:5、サタンが人間に迫ってきて言ったことが、あなたが神のよう

になることと言った。ところで、私の中に完全に違ったものが入ってき

て、掌握してしまったのだ。 

2)創世記6:4-5、それで完全にネフィリム時代がきてしまった。 

3)創世記11:1-8、成功すると思ったところ、バベルの塔を築いたのだ。 

▲このとき、神様が約束された。創世記3:15,女の子孫が蛇の頭を踏み砕

く。創世記6:14あなたのために箱舟を作りなさい。創世記12:1-3、アブラ

ハム、あなたはわたしが示す地に行きなさい。それなら、それだけ握

れば良い。神様は私たちとともにおられる。福音を回復しなさい。(使徒

1:1,3,8)。力を回復しなさい。(使徒2:1,使徒2:5,使徒2:46)ローマも見なけれ

ばならない。(この時代のローマの偶像を防ぎなさい) 

▲族長時代の三人を見なさい 

1,アベル(創世記4:1-20)-殉教(根本-福音) 

▲殉教したが、その祝福が今まで続いている。福音のために殉教したり、

苦しみにあうことは、引続き答えがくる。 

1)アベルの死はヘブル11:4、アベルのささげ物があかしする。 

2)アベルの死で全世界にうわさが立って、世界福音化が起きた。 

2.ノア(創世記:1-20)-あざけり(回復-力) 

1)ネフィリム時代に神様はノアのために、あなたのために、あなたの家族

のために、いのちのために箱舟を作りなさいと言われた。(創世記

6:14,18,20) 

2)120年間準備しなさい。人々はノアをあざけった。 

3)福音を伝えて、みなさんに誤りがないのにあざけられるのは大きい祝

福だ。ノアはあざけられたが、ノアの働きは今でもあかしされている。 

3.アブラハム(千年の答え-挑戦) 

▲カルデヤから出たアブラハムは千年の答えを受けた。 

1)創世記12:1-3,あなたの父の家、生まれ故郷から離れろ。創世記3章、6

章、11章から離れなさい。あなたの子孫よって国々が祝福される。 

2)創世記13:14-18,創世記15:1-5,アブラハムがロトを送る決断をし終えた後

に、神様が私のむくい、私の盾になる祝福を味わうようになった。誰が

防ぐことができるだろうか。今日、みなさんが答えを捜し出しなさい。 

3)創世記21:1-7アブラハムに息子イサクを与えられた。 

▲伝道の最も重要なことは何か。他の人が私に神様がともにおられるこ

と、神様の祝福を見ることだ。 

＊結論 

▲みなさんが正しく答えを受ければ、心配する必要はない。世の中の声

が多くても、神様のみことばには勝てない。いくらサタンが強くても、キ

リストには勝てない。暗やみが光に勝ったことはない。うそが真実に勝

ったことはない。必ず神様のみことばは成就するようになっていて、福

音は勝利するようになっている。この契約を握って今日出発する日にな

ることを祈ります。 

＊序論 

▲必ずイサクが受けた答えを私たちが回復しなければならない。 

1)創世記22:1-19、雄羊(福音)-イサクが死の直前でイサクの代りに雄羊

を・・・理由がないのに死ななければならなくて、地獄に行かなけれ

ばならなくて、災いを受けなければならないのが原罪だ。死ぬとこ

ろだったが、雄羊のゆえに生き返った。だからイサクが雄羊を忘れ

ることはできない。 

▲創世記17:1-10、100歳(祈り)-アブラハムが100歳でイサクが生まれ

た。この話を親からいつも聞いた。イサクが習った祈りだ。 

▲創世記26:18、井戸(証人)-父が堀った井戸をまた掘った。証人だ。こ

ういうものをイサクが習ったのだ。 

2)創世記3章の問題解決-創世記3:15、女の子孫 

▲創世記6章、ネフィリム事件を解決されようと-キリストを 

▲創世記11章、偽りの成功であるバベルの塔事件から救い出される

ために神様がキリストを送ります。 

3)恵み-神様の恵みでキリストによって私が救われるようになったの

だ。 

▲この祝福を始めた人がアブラハムで、この恵みを味わった人がイ

サクだ。それなら今おきることは過程だ。 

1.イサクに飢饉、ゲラルの地へ、ペリシテに行くようになって、死が迫

ってきたときに与えられたみことば(根本) 

▲このとき、神様がくださったみことばだ。 

1)創世記26;2、あなたは他のところにいかず、恐れずに私が示した地

に居なさい。そこで神様の力を現わしなさい。 

2)創世記26:3,アブラハムに誓ったように、その契約をあなたに成就さ

せる。 

3)創世記26:4、あなたの子孫が空の星とのようになる。 

2.私がいる現場で神様は働かれるのだ。(伝道) 

1)創世記26:12、主がイサクを祝福されたゆえに・・・神様がくださる祝福

がまことの福だ。 

2)創世記2:12,その年に百倍で祝福された。 

3)創世記26:13-14、羊、しもべ、ヤギが豊かになった。それでこそ伝道

できるから・・・ 

3.戦わないで勝つ1000年の祝福をくださる。 

1)創世記26:18、アブラハムのときに堀った泉を掘った。 

2)創世記26:19、泉の根源を得た。 

3)創世記26;22、レホボテの祝福がきた。 

＊結論 

▲レムナントは祈りの中で勉強して、福音のなかで努力して、契約の

なかで最高に向かって走りなさい。 

1)あなたを豊かにするという約束を与えられた。(根本解決-創世記3

章、6章、11章、力の回復) 

2)敵の門を勝ち取る。 

3)みなさんによってすべての国々が恵みを受けるようになる。 

▲イサクが勝ち取ったことを捜し出しなさい。今年は本当にこの答えを

受けなければならない。この祝福がまちがいないならば、うつわを

準備しなさい。(ピリピ1:9-10、真にすぐれたことをわきまえなさい) 

1．根本を味わうキャンプ 

1) 使1：1    2) 使1：3   3) 使1：8 

 

2．隠れた問題を解決する現場伝道者 

1) 使13：1－12   2) 使16：16－18   3) 使19：8－20 

 

3．第三国の危機を解決する再生産 

1) 使8：4－8   2) 使16：6－10 

 
地域（区域）教材：まことの答えのはじまり(創世記13:14-18) 

 

▲信仰生活の重要な部分を知らないので、今、世界教会がますます難しくなっ

ているのですが、それはキリストが私たちの主人になられることです。私た

ちの主人になるということは、私たちとともにおられるという証拠です。今こ

の時代を生きていくクリスチャンに一番だめな部分が、まさしくこれなのでう

が、キリストが主人になれば、福音の奥義を味わいながら,祈りの答えの祝

福でサタンの勢力が崩れて、伝道運動も持続できるようになります。 

▲アブラハムは救われたのですが、神様の約束が信じられないから、ずっと

未信者の水準に留まっていました。生まれ故郷、父の家を出て、わたしがあ

なたに示す地に行きなさいとおっしゃったみことばのとおり従順にしたので

すが、答えがなかったのです。そうするうちに危機がきて、エジプトに夫人

を奪われて殺されそうにもなりました。また、おいロトを通して家にずっと問

題が起きたのですが、多くの信仰人がこの水準に留まって、命を終えたりも

します。 

▲万王の王であるキリストは私たちの主人です。創世記13;14節に、アブラハ

ムがいよいよ自分を空けるようになります。すなわち、おいロトを送ったの

です。このとき、アブラハムは、まことの神様の中での自分を発見するよう

になります。このとき、神様はアブラハムに目をあげて東西南北をながめな

さい、そして縦と横で歩いてみなさい。あなたが見る所、踏む地をあなたに

永遠に与えると約束されます。単純に私を捨ててはいけません。自らのこと

を神様のことに変えることが必要です。神様が主人になったのです。イエス

がキリストというのは、悪魔も知っていることですが、イエス・キリストが私

の主人になる瞬間から、みなさんの現場と産業と集っている教会が生き返

るようになります。 

▲この世の中は霊的戦いの現場であることを忘れずに、福音を悟った瞬間、

救われたという事実を記憶しなければなりません。しかし、私が主人なら

ば、必ずサタンの攻撃を受けるということも分からなければなりません。そ

うですが、キリストが主人になれば、絶対に失敗しません。このようになれ

ば、サタンが攻撃してきてもなにもできません。教会が紛争にまきこまれる

のは、キリストが主人ではないためであり、信仰生活が難しいのも、すべて

同じ問題の中にあるからです。 

▲今、私に問題がきたとすれば「私の主人がイエス・キリストだ」と告白してく

ださい。すべての問題を解決されたイエス・キリストが、救われた私たちの

主人です。(ヨハネ19:30)これが私の告白になって、この事実が信じられるな

らば、そのときから奇跡が起こります。ヨハネ2章のカナの婚姻の宴会場で

イエスがお客さんとしておられたときは、何の答えもなかったのですが、そ

こにキリストであるイエス様が主人として役割をされたとき、奇跡が起こりま

した。足りない私たちの人生のすべての道と現場で、このような答えが始ま

らなければなりません。 



 

 
(1)聖日1部(1月4日)→ 根本を回復しなさい (申6：4－9) 

神様が再創造の答えとしてくださった2015年を、人間の根本と毎日霊的な力とローマに向かった挑戦の契約を握って、
千年の答えを始めるようにされるので感謝します。今、私を縛っている以前のものが何かを知って、血の契約である
キリストを握って解放されるようにしてください。私の人生に神様の奇跡が起こるように、契約のみことばを私のた

ましいに刻み込んで、根、刻印、体質になりますように。神様のみことばが私に天命として迫ってくる答えを持って、
私の伝道を見つけて、世の中を生かす実力と答えを握ることができますように。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(1月4日)→ 答え(サミット)を回復しなさい (ハガイ2：1－9) 
神様が私にくださった根本的なみことばの祝福、まことの力の回復、世の中を生かす挑戦のみことばを握って、定刻、

24時、深い祈りで味わいながら、トップに立つようにしてくださったことを感謝します。千年の答えを味わうトップに
立って、だれも邪魔できない、生きて働く神様のみことばを見るようにさせてください。世の中を生かすみことばとし
てあらわれ、後の日の栄光が以前の栄光より大きい神様の働きを見るようにさせてください。未来を生かすみことばで

ある根本の祝福の身分と、まことの力の権威、世の中を生かす使命で、天命必勝するようにさせてください。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)伝道企画チーム(1月4日)→ 地域（区域）教材1課+伝道メッセージ1 
▲地域（区域）教材1課:人生のすべての問題を解決する福音(創世記3:15) 
①人生問題のはじまり-創世記3章、創世記6:4-5ネフィリム、創世記11:1-8バベルの塔 

②人生問題の答え-創世記3:15女の子孫、創世記6:14箱舟、創世記12:1-3カナンの地 
③完成-キリスト(創世記3章→使徒1:1、使徒6章ネフィリム→ 使徒1:3、創世記11章バベルの塔→ 使徒1:8) 
▲伝道M01:私の伝道(使徒1:1) 

①私を勉強しなさい→ 創世記3:5にかかった私、創世記6:4-5悪い習慣、創世記11:1-8高慢。これを勉強して探して変
えなさい。 

②人を勉強しなさい→ ポイント9つ(広さ、高さ、深さ-情報/上の人、下の人、周囲の人-人間関係/過去、現在、未来

-時刻表)+長所+内面(最も重要で)→ これを知って、その人の隠れた問題に答えを与えるのが伝道だ。 
③私の伝道を見つけなさい(3つの方法)→ 当然のことを始めなさい+必要なことをしなさい+このとき、絶対的なこと
が見られる。神様の働きはこのときから始まる。 

 
4)駐韓海外使命者の集い(1月4日)→ 伝道者の生活 

①私の生活-私/人/私の伝道を勉強しなければならない+そして先んじる人になりなさい(一時間だけ早く動きなさ

い)+After(事後処理が上手でなければならない) 
②伝道の実際-ローマ中心に入って行った(会堂、講堂、市場)+いやし側で入って行った(使徒13章、16章、19章)+人材
で入って行った。それでこそ伝道運動が起きる。 

③伝道者の生活を送る器が重要だ-人を理解する人は力がある人+人を配慮する人は余裕がある人+人に仕える人は未来
を知っている人だ。 

④結論-目に見えない①,③番が先にならなければならない。 

 
5)テキコの集い(1月4日)→ 記憶しなければならない5つのみことば 

①これから起きる問題の教会予防-教会はサークル、クラブ活動する所ではなく、すべての種類の人々が集まってワン

ネスを成し遂げる所だ。それで、教会の中に専門家が専門教会を作る必要がないほど、専門性を持てるようにして
あげて、レムナントや教会学校を見るとき、レムナントのための教会と思うほどにして、いやし側に方向を握りな
さい。 

②2015年に毎日考えなければならないメッセージ-根本(創世記3章、6章、11章の根本問題を使徒1:1、3、8節で防ぎな
さい→根、刻印、体質)+回復(力-五旬節の日、そのときに、毎日)+挑戦(ローマ-至急なところ、見えない問題、見
えることに挑戦しなさい) 

③レムナントの生活(時間)-黙想(集中力)、余裕(先んじる時間)、After(事後管理が上手で) 
④(私が伝道しなければならない)対象-会堂/講堂/市場(黄金漁場に入りなさい)+いやし(使徒13章、16章、19章)+人材
を絶対にのがしてはならない。 

⑤方法(私が生きる方法、伝道方法)-私を勉強+人勉強+伝道者の器準備(他の人理解-力、他の人配慮-余裕、他の人に
仕えること-未来を知っている人) 

 

6)牧会大学院(1月6日-7日)→ 「根本、回復、挑戦」の神学的理解 
①1講:根本(神学的理解-WITH)→ 創世記3章の事件の根本問題はサタンではなくて「私」だ。私を抜け出すことができ
なくて私をとらえて執着するようになるから、ネフィリムの攻撃を受けるようになって、バベルの塔のようにもが

くしかない。それで律法主義/グノーシス（霊知）主義/再臨主義の問題がきて、結局は神様が使徒1:1(創世記3:15)、
使徒1:3(創世記6:14)、使徒1:8(創世記12:1-3)の答えを通して完ぺきな祝福(WITH)を回復するようにされた。これ
を知らせなさい! 

②2講:重職者に知らせなさい→ あなたの主人を変える時間にあなたは世界を変えるのだ。(創世記3:15、創世記6:14、
出3:18、幕屋中心、ヨシュア3:1-13、ヨシュア6:1-20、ヨシュア10:10-14) 

③3講:レムナントに伝えなさい→ エジプト時代(ヨセフ-創世記45:5、モーセ、申6:4-9、目-カナンの地とメシヤ)、

バビロン(イザヤ6:13、イザヤ7:14、イザヤ60:1-22)、初代教会(ヨハネ21:15-18、ルカ23:28、使徒17:1、使徒18:4、
使徒19:8)-ローマ16章の人を集めなさい! 

④4講:牧会者が味わうただ一つ-三つの祭りのその日(五旬節の日!) 

⑤5講:重職者がまず最初にすること-使徒2:1、五旬節の日!(使徒1:1-14、使徒2:1-47、ローマ16章) 
⑥6講:レムナントが世の中に出て行く前に-災い時代を知って、毎日、上からおりる聖霊に満たされる霊的力を持って
災い時代を防ぎなさい。 

⑦7講:目に見えない伝道(覇権国家を総攻略するサタンの戦略と、時代の災いを知って、教役者はこちらに方向を定め
なさい)-統合宗教(反キリスト)時代を防ぎなさい! 

⑧8講:目に見えない文化伝道-重職者はここに目を開きなさい(重職者時代-秘密決死隊,RM=レムナントミニストリー、

Holy Mason=ホーリーメイスン) 
⑨9講:目に見えない技能伝道-レムナントはここに目を開いて準備しなさい。(3つの企業戦争-文化企業、宗教企業、

社会企業→ 人材を育てなさい!) 

 
7)産業宣教(1月10日)→ 一心、全心、持続の3つ方向(1)-根本的な祝福、回復の力、挑戦の答え(使徒27:24) 

①根本的な祝福を味わおうとするなら-使徒1:1(福音の私の伝道を見つけなさい)+使徒1:3(オリーブ山のミッションと

神の国を常に味わいなさい)+使徒1:8(聖霊の働きと三つの祭りを味わいなさい) 
②回復の力を常に記憶しなさい-その日(使徒2:1、五旬節日の力をいつも味わいなさい)+そのときに(使徒2:5、産業人
が味わわなければならない祝福の現場だ)+毎日(使徒2:46) 

③挑戦の答え-使徒19:21(ツラノとローマ)+使徒23:11(法廷とローマ)+使徒27:24(暴風とローマ)→ 私の産業/学問、
職業/素質が伝道と教会復興の「メディア」にならなければならない。 

④結論-私に1000年の答えが始まるように祈りなさい。ところで、最も問題は「私(創世記3:5)」中心だ。抜け出しな

さい。習慣と体質が「ネフィリム(創世記6:4-5)」、それでバベルの塔に向かって滅亡に行く。それで、実際にこの
(②)力を回復して、私の産業を伝道メディアにしなさい→ 教会を生かして、伝道運動する秘密決死隊を組織+レム
ナント(RUTC)と未自立教会を生かすホーリーメイスン組織+私の学業/産業がメディアになるとき、世界宣教が可能 

 
8)伝道学(1月10日)→ 一心、全心、持続の3つの方向(1)-3つの伝道(使徒19:21) 
▲根本(イエス・キリストの御名でキャンプ)+現場伝道者を立てること+再生産(他の弟子を送ること) 

 
9)核心訓練(1月10日)→ 一心、全心、持続の3つ方向(1)-アブラハムの千年の答え(創世記22:13-20) 

▲サタンはこれから3つをするだろう(①統合宗教運動→創世記3:5、私→ニューエイジ②ネフィリム運動→創世記6:4-

5、習慣→フリーメイソン③メディア運動→創世記11:1-8、野望→考えを変えなさい) 
①1人だけ悟っても1000年の答えを受ける。アブラハムの決断-創世記3章のわなから抜け出しなさい。(創世記12:1-3、
創世記13:14-18、創世記15:1-6) 

②アブラハムに創世記6章のネフィリム産業を征服する力を与えられた。(創世記14:13-16しもべ318人、創世記19:10-
11ソドムとゴモラ、創世記21:1-7息子イサクを与えられる) 

③アブラハムの挑戦-創世記22:17繁盛、創世記22:17敵の門、創世記22:18すべての国々の祝福 

④結論-特別伝道チーム構成(証拠)+外国使命者(集中訓練)+RUTC(教会を生かしなさい) 
 
10)地域（区域）教材(1月11日)→ 2課:まことの答えのはじまり(創世記13:14-18) 

週間メッセージの流れ (2015.1.4.-2015.1.10) 


