
2016年7月10日  週間メッセージ祈りのカード  “2016年RUTC時代一心全心持続の目標(創世記3:15,使徒1:3,使徒2:1)”       (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、持続の目標 (26)「刻印のための産

業人改革」(申6：4－9) 

聖日１部：伝道者の力 (詩91篇) 聖日２部：幸運な契約の民 (創39：2－3) 伝道学：伝道者の生活の一心、全心、持続の目標 (26)「成功する伝

道者の新しい刻印」(使9：15) 

 

1．新しく刻印されない理由  

1) 私の中にある創3：4－5、創6：4－5、創11：1－8を発見できなかっ

たため 

2) 救われていない者たち 

3) 霊的な問題の中で住む人  々  

 

2．新しい刻印の始まり (申6：4－9) 

1) 出エジプトと過越祭 

2) 荒野と五旬節 

3) カナンと初穂の刈り入れの祭り 

 

3．新しい刻印の実際 

1) 幕屋運動 

2) 神殿運動 

3) 教会運動 

 

 

 

核心：RUTC時代の一心、全心、持続の目標 (26)「新しい刻印以前と以降

にすべきこと」(使1：14) 

 

1．人々には12のものが予め刻印されています。 

1) 創3：4－5     4) 使13：5－12      7) 6つの未信者の状態  

2) 創6：4－5      5) 使16：16－18 

3) 創11：1－8     6) 使19：8－20  

 

2．三種類の人がいます。  

1) 福音より成功が先に刻印されたエリートもいます。  

教会で恵みを受けていない人がほとんどです。  

– しかし、刻印を変えると、パウロのようになります。 (ピリ3：1－21) 

2) 無能が刻印されています。 (90%) 

3) 霊的問題が刻印されて、異なることを言い訳にして苦難を受けて

います。  

 

3．三つの体験 (以前、以降を確認しなければ) 

1) カルバリの丘 － 世の中の苦難、個人の滅亡、霊的問題を正確

に見なければならない  

2) オリーブの山 － 私の福音、私のみことば、私の祈りを発見しな

ければならない 

3) マルコの屋上の間 － 答え、力、私の伝道を体験しなければなら

ない 

＊序論 

▲伝道者の力はどこから出てくるのか。祈りだ。1節に、隠れ家だ。神様と

私が知る、そのような隠れ家だ。それが、まさに祈りだ。どんな人が祈

るのか。問題、病気、経済、未来に対する不安感で苦しむとき、私たち

は神様の契約を握る祈りをしなければならない。 

▲今日、詩篇91篇のみことばは、自分の人生で最も難しいときに与えら

れたみことばだ。このみことばが道になるのだ。 

1.神の子どもの身分はどんなものなのか 

1)ヨハネ1:12、受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神

の子どもとされる特権を与えられた。 

▲キリストは、人間が絶対解決できない罪の問題(原罪、自分が犯す罪、

先祖の罪)を一気に解決された（祭司のキリスト),悪魔のしわざを打ちこ

わして、悪魔の権威をうち破られた(王のキリスト)、地獄に行くしかない

私たちを天国へ行く道に変えられた預言者のキリスト! 

▲Iコリント15:45-49,初めての人アダムは生きた霊で、最後のアダムは生

かす霊だ。初めて人アダムは地から出た者で、最後のアダムは天から

出た者だ。イエス様の霊は、神様の霊だ。死んだ霊の中に生かす霊が

入ってこられることによって、死んだ霊がまた生き返るのだ。これが生

まれ変わることの奥義だ。 

2)Iコリント2:12,私たちは世の中の霊を受けたのではなく、神様がくださる

神様の霊を受けた。(Iコリント3:16) 

3)神の子どもになった者の告白(2節,6節)-主は「わが避け所、わがとりで、

私の信頼するわが神」 

2.神の子どもにくださった権威 

1)マタイ28:18-20,伝道者に天と地のすべての権威を持っておられるイエス

様がともにおられると言われた。それなら、私とみなさんも、イエス様

の御名で天と地のすべての権威を使うことができる。 

2)11-12節、御使いを送って保護される。(黙示8:3-5) 

3)13節、サタンを完全に縛ってたたき壊す権威を与えられた。伝道者の口

は伝道トラクトだ。 

3.神の子どもの味わうこと 

1)1節、身分と権威を味わう祈り 

2)3-10節の答え-神様が私の避け所、私のとりで、神様は完ぺきに私を保

護しておられる。 

3)14-16節の祝福- 「彼がわたしを愛しているから、わたしは彼を助け出

そう。彼がわたしの名を知っているから、わたしは彼を高く上げよう。彼

が、わたしを呼び求めれば、わたしは、彼に答えよう。わたしは苦しみ

のときに彼とともにいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。わたしは、彼

を長いいのちで満ち足らせ、わたしの救いを彼に見せよう。」 

4.結論 

▲神様が伝道者にくださる力は聖霊の満たしだ 

1)その力を持って生かす者になりなさい。信徒、レムナント、現場を生か

す者になりなさい。 

2)回復させなさい。幕屋運動を通して、すべての祝福をみな捜し出しなさ

い。重職者は3弟子として、ホーリーメイソンのモデルとして、産業人の

経済回復、レムナントは学業回復、教役者は弟子と教会回復する答え

受けなさい。 

3)勝利する者になりなさい。信仰で、福音で、祈りで、伝道で勝利する者に

なりなさい。 

＊序論 

▲神様のその永遠な時刻表の中で、今日というその答えを受けるよう

に願う。創世記39:2、主がヨセフとともにおられたので･･･ともにおら

れるその結果が何か。幸運だ。 

▲神様の栄光が私にいのちとして与えられて、その栄光に私が反応

して、いのちの力で働いて、それを人間の立場で福と言う。みなさ

んは、幸いな者だ。神様の計画、意志、目的、願いが私の人生を掌

握して入ること、それが私の人生に現れることを幸運と言う。私がど

んな状態にいても、私がキリストの中にいるのが幸運だ。 

1.ヨセフがどのように幸運な者になったのか 

1)創世記37:2、ヤコブの家系図でヨセフの話をする。 

2)創世記27:28-29、イサクがヤコブに祝福する内容だ。「おまえは兄弟

たちの主となり、おまえの母の子らがおまえを伏し拝むように。」 

3)創世記37:6-10、イサクがヤコブを祝福した内容がヨセフの夢に出て

くる。11節にお父さんヤコブがヨセフの話を心に留めていたと言わ

れている。自らの契約がヨセフを通して成就するのを分かったの

だ。 

4)創世記49:8-10,「ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。」この

契約はキリストを予表するのだ。 

▲神様は神様の計画と意志を持ってヨセフの人生の中に入って来られ

たのだ。神様の計画の成就者としてヨセフを作り出されるのだ。 

2.神様は私たちを3つ体験の中に導いていかれる 

1)カルバルの丘の体験(使徒1:1)-キリストによって、私にあるすべての

罪、呪い、サタンの権威が崩れた。これが私の中に入ってきたのが

信仰だ。これは神様が私にくださることだ。 

2)オリーブ山(使徒1:3)-神の国、信仰として私たちに与えられる。40:7-

8、ガラテヤ5:16-18、ガラテヤ5:22,神様がみなさんの人生の中で体

験させて成し遂げていかれる。 

3)マルコの屋上の間(使徒1:14)-五旬節の日の祝福が臨んで、現場が

生かされ始める。神様が私をその中に引っ張っていかれる。祈りが

できる者に作られる。神様の計画と目的と願いを成し遂げる者とし

て作られる。すると現場が生かされる。 

3.必ず現場は変化する。 

▲創世記39:5,「主がヨセフのゆえに・・・」その現場が神様の思い通り生

かされるのだ。 

1)神様が私とともにおられる。(マタイ28:18-20) 

2)この祝福が私の現場に伝えられて 

3)この祝福が私の教会に伝えられて 

4)この祝福が私の次世代に伝えられるのが幸運だ。 

4.結論-Iテサロニケ5:16-18 

▲神様は私を世界福音化の完成に向かって、私を幸運の中で導いて

行かれる。そうであれば、すべての問題、危機、事件、出会いは祝

福だ。このようになるとき、Iテサロニケ5:16-18節が出てくる。「いつ

も喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝し

なさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたがたに望んで

おられることです。」キリストの中から出るのだ。 

1．過去を捨てなければなりません。 

1) 山上垂訓    2) マタ16：13－20    3) マタ17：1－9 

4) 使1：1－8、14   5) 使11：1－18 

2．三つの契約 

1) カルバリの丘 － 私の福音 

2) オリーブの山 － 私の祈り 

3) マルコの屋上の間 － 私の伝道 

3．新しい始まりの刻印 

1) 使9：15    2) 使11：25－26    3) ピリ3：1－21 
 

区域教材28課：三つの命令 — 天命、召命、使命(マタ28：16－20) 
 
「また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えな

さい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」 （20

節） 

序論 / 必ず答えられる伝道のカギ 

1．誰が行くのか － 働き人 

  ・ 使17：1－彼らは、16：13、16－私たちが 

2．誰を残すのか － 弟子 

  ・ 使16：15 － ルデヤ、17：6 － ヤソン、18：4 － プリスキラ夫婦 

3．どのように持続すべきか － システム 

  ・ 使1：14、2：9－11、16：15、19、17：1、18：4、19：8 

＊ 神様が天命、召命、使命を持った者、受ける者、伝達する者を用いられる。 

本論 / 

1．天命 

1) 天命の内容 

 ・ 使1：1 － ただキリスト、3 － ただ神の国、8 － ただ証人 

＊ 契約 － 創3：15、6：14、12：1－3、出3：18、イザ7：14、マタ16：16、使1：8 

2) 天命の体験 

 ・ ホレブ山 － モーセ、出3：1－22、カルメル山 － エリヤ、Ⅰ列19：1－21 

  オリーブの山 － 初代教会、使1：1－14 

＊ 刻印（福音伝道）、根（みことば適用）、体質（祈りの味わい）を変える。 

3) 天命の伝達 

  ・ 出4：18－31、イザ6：1－13、使2：1－47、3：1－12、4：1－12、8：4－8、9：10－15 

13：1－12、16：16－18、18：24－28、19：8－20、19：21、23：11、27：24、Ⅰコリ16：

19、ロマ16：1－27 

＊ このとき、神様は天命無敗、天命必勝、天命完成を与えられる。 

2．召命 

＊ 使20：24 

「 けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵み

の福音をあかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜し

いとは思いません。」 

1) 私の福音 － ガラ2：20、ロマ16：25 

・ 私のキリスト、キリストがキリスト、キリストが私の主人 

2) 私の祈り － エレ33：1－3 

・朝－詩5：3、昼－詩23：1、夜－詩17：3、詩42：8 

3） 私の伝道 （ロマ16：1－27、裏面契約） 

 ・ 私の生活、私の事（業）、私の現場 

3．使命 

＊ 流れ（契約、時代、宗教、文化、経済）を見るべき。 

1) 3団体 － フリーメイソン（Free Mason）、ニューエイジ(New Age)、ユダヤ人組織 

2) 3時代 － 災いの時代、統合宗教時代、未自立時代 

3) 3弟子 － 秘密決死隊（教会）、ホーリーメイソン（Holy Mason、光の経済）、 

Remnant宣教師（未来） 

4） 3企業 － 社会（福祉）的企業、文化的企業、宣教的企業の答え 

5） Oneness － 私の裏面契約（ロマ16：1－27、私の生活、私の事（業）、私の現場） 

    （1） 行く伝道    （2） 立てる伝道    （3） 送る伝道  

結論 / マタ28：16－20 「ともに」 

1．私の実践 － 24時（リズム）、25時（深い祈り－力）、永遠 （作品、Ⅰテサ2：19－

20、ロマ16：1－27） 

2．神様が備えてくださった答え － イザ43：18－21、60：20－22、62：6－12、ハガ2：1

－9 



 

 

1)聖日1部(7月3日)→  初穂の刈り入れの祭りの答え（使2：1ー13）  

▲神様が私とともにおられ、荒野のような世の中で御力によって守られる血の契約を握るようにされて感謝します。

血の契約によって私を救われ、荒野の道を行く間、御力によってともにおられ、天国に行く日まで導かれる答えと

感謝を回復しますように。私を捕らえている属国から完全に解放され、地の果てにまで証人になる五旬節の日の力

を味わいますように。五旬節の真の答えを持って、これから起きる災いを止めて、その力によって毎日初穂の刈り

入れ祭りの感謝を味わいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 

 

2)聖日2部(7月3日)→ 幕屋運動のために (出2：1ー10）  

▲神様が福音を回復させるために私を召され、すべての答えと各分野を生かして回復させる機会を与えられ、みこと

ばと霊的な事実を体験することができて感謝します。契約を握る時に与えられた幕屋運動のために、私の生きる理

由である一番目の奇跡を先に体験できますように。幕屋のために出エジプトの奇跡と失ったすべてのことを完全に

回復させる答えを味わいますように。幕屋のために不可能を崩す三番目の奇跡を持って、私のみことば、私の祈り、

私の伝道を見つけますように。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)区域教材(7月3日)→ 27課:3つの体験-カルバリの丘、オリーブ山、マルコの屋上の間(使徒1:1,3,8,14) 

①カルバリの丘の体験→ 福音(イエス様が十字架で死んで,復活されることによってキリストを証拠)→ 私の福音を握

りなさい。(私が受けた福音-この部分の祝福を絶えず味わわなければならない) 

②オリーブ山の体験→ 私の祈りを見つけなさい。(24時祈りで幸せになるならば、世の中を征服できて,病気も直せて,

すばらしい祝福を味わえる) 

③マルコの屋上の間の体験→ 私の伝道を見つけなさい。(私の伝道は少しずつ変わって行ったりもする) 

 

4)釜山海外使命者+テキコ+教役者+重職者集い(7月3日)→ 集中 

①海外チーム-使徒13:1-4,使徒16:6-10,使徒19:1-7→ 集中キャンプをしてみなさい。 

②テキコチーム-使徒11:19-30宣教,ローマ16章の人 ,々3弟子(秘密決死隊,レムナントを育てる人たち、ホーリーメイ

ソン)→ 集中キャンプ 

③教役者- 24祈り,24みことば,24伝道→ 集中キャンプ 

④重職者-伝道キャンプ,経済キャンプ,教会キャンプをしてみなさい→ 勧士が献金教育(経済),祈り教育,働き教育を

正しくしてあげなさい。 

 

5)カンソ地域集中伝道集会(7月5日)→  

▲1講:3つの集中(ローマ15:23)  

①序論-最も安らかに祈り旅行を始めなさい。(伝道,宣教,現場を置いて,全てのものの中にキリストの刻印,根,体質を

作るように祈り旅行を始めなさい) 

②みことばの流れに集中しなさい-神様は今でもみことばを成就して,働いておられる。 

③3つの集中に集中しなさい-私の生活,私の本質21種類を持って、完全にキリスト中心になるようにさせなさい+祈り

集中(すべての人,すべての世界/現場,すべてのことを置いて祈り集中)+伝道集中)すべての人,すべての現場,すべて

のこと中心に伝道集中) 

④答えに集中しなさい-みことば成就の答え+なりたつようになる答え+開かれる伝道の門の答え 

⑤結論-このとき霊的サミット(力-神様の絶対目標)+技能サミット(答え-絶対使命)+文化サミット(証人-絶対献身) 

▲2講:初代教会の福音拡散(使徒1:8,ローマ15:23) 

①序論-拡散とは集中できる条件をそろえた人々が同時に起きたのだ。だめなこと(絶望/不可能/失敗/無能)の中で神

様の恵みを見れば、なりたつことが見えて、すでにあることで充分になる。大胆に神様がくださったことを握らな

ければならない→ ただ福音+ただ神の国+ただ聖霊で･･･ 

②拡散の3つの道-福音,伝道,宣教がどの程度広がったのかにしたがってみことば、祈りを握るのだ。福音が回復する

ところに立てば、神様がなさるのだ。 

③3つの拡散-個人化(キリスト/私の生活21種類の本質/みことばの流れ)+祈りの流れ(カルバリの丘/オリーブ山/マル

コの屋上の間の契約が私の物になるように、刻印/根/体質,定刻/集中/24祈り開始)+伝道の流れ(ローマ16章,みこと

ばが私のたましいに刻印/根/体質,3弟子-秘密決死隊/レムナントを育てる伝道者/教会堂と文化を変えるホーリーメ

イソン) 

④伝道運動拡散-単純な伝道でなく、伝道運動を全世界に広がることを神様は準備しておられる。(使徒2:41/使徒6:7 

/使徒11:19+時代を生かす福音の力拡散+次世代を生かすみことばとして拡散) 

⑤結論-序論(多くのこと/人/問題/答え)+本論(世界福音化)+結論(次世代-第2のRUTC運動)。神様が願われること,神様

が願われる人,神様が願われる所に行きなさい。(幕屋運動→神殿運動→教会運動→ただ福音/ただ世界福音化しなさ

い!) 

▲予備地教会働き人の集まり-キャンプと集中 

①事前キャンプ-全体疎通(聖霊の導き),正確な実態調査,統計/資料/実証(生活-経済) 

②現場キャンプ-聖霊の導き(使徒1:1-13,6:1-7,13:1-4,16:6-10,19:1-7)+飢え渇いた者を備え(使徒2:41,6:7,13:5-

12,16:16-18,19:8-20)+その次に門が見える。(使徒19:21) 

③事後キャンプ(ミッション伝達)-個人化(私のみことば-私の福音),教会化(教会を生かしなさい-私の祈り),現場化

(現場を生かしなさい-私の伝道)→ ミッションを見るように手助けしなさい! 

 

6)産業宣教(7月9日)→ 一心全心持続の目標(26)-刻印のための産業人の改革(申6:4-9) 

①新しい刻印にならない理由-私の中にある創世記3:4-5,創世記6:4-5,創世記11:1-8発見できなかったため+救われて

いない者+霊的問題の中に生きる人  々

②新しい刻印の開始(申6:4-9)-出エジプトと過越祭、荒野と五旬節、カナンと収穫祭 

③新しい刻印の実際-幕屋運動,神殿運動,教会運動 

 

7)伝道学(7月9日)→ 一心全心持続の目標(26)-成功する伝道者の新しい刻印(使徒9:15) 

▲過去を捨てるべき+新しい契約(カルバリの丘-私の福音,オリーブ山-私の祈り,マルコの屋上の間-私の伝道)+新しい

開始の刻印(使徒9:15,使徒11:25-26,ピリピ3:1-21) 

 

8)核心訓練(7月9日)→ 一心全心持続の目標(26)-新しい刻印以前と以後にすること(使徒1:14) 

①人々には12種類が先に刻印されている-創世記3:4-5,創世記6:4-5,創世記11:1-8,使徒13:5-12,使徒16:16-18,使徒

19:8-20,6つの未信者状態 

②3種類の人がいる-福音より成功が先に刻印されたエリート,無能が刻印された人,霊的問題が刻印されて,他のもので

言い訳しながら苦しみに会っている人 

③3つの体験(以前,以後確認すること)-カルバリの丘(世の中の苦難,個人滅亡,霊的問題を正確に見るべき),オリーブ

山(私の福音,私のみことば,私の祈りを発見すべき),マルコの屋上の間(答え,力,私の伝道を体験すべき) 

 

9)区域教材(7月10日)→ 28課:3つの命令-天命、召命、使命(マタイ28:16-20) 

 

週間メッセージの流れ(2016.7.3.-2016.7.9.) 


