
2017年5月14日  週間メッセージ祈りのカード  “2017年第2 RUTC時代－第2 RUTC運動と私+教会+現場”       (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と第2のRUTC運動 (18)「ヤング産業人のアイデンティ
ティー」(イザ43：17－22) 

聖日１部：土台になる両親世代 (出2：1－10) 聖日２部：両親から聞いたこと (出3：18－20) 伝道学：伝道者の生活と第2のRUTC運動 (18)「福祉館伝道」(使13：

5－12) 

 

1．族長時代 

1) 創26：10－24 

2) 創41：38、45：5 

3) ヨシ1：1－9、3：1－13、6：1－20 

 

2．王政時代 

1) Ⅰ列18：1－13 

2) Ⅰ列19：10－21 

3) Ⅱ列6：8－24 

 

3．初代教会以降 － アイデンティティー  

62 

1) Remnantの土台 

2) 教会の土台 (重職者) 

3) 伝道、宣教の土台    

  

 

核心訓練：第2のRUTC運動 (18)「当然、必然、絶対」(ロマ16：26) 

 

 

1．3つの今日の力 (使1：14) 

1) 使2：1－4 

2) 使2：9－11 

3) 使2：14－21、41－42 

 

2．3つの今日の答え 

1) 当然 (使2：17－18) 

2) 必然 (使2：41－47) 

3) 絶対 (使3：1－12、4：1－12、8：4－8、8：26－40) 

 

3．3つの今日の持続  

1) ロマ16：25 

2) ロマ16：27 

3) ロマ16：26 

＊序論  

▲今日の本文は、イスラエルが完全に主権をみな奪われて奴隷になって

しまった。より大きい問題が生じたが、エジプトがイスラエルの男の子

が生まれれば、みな殺せと命令を下したのだ。このとき、モーセが生ま

れたが、ヨケベデがすばらしい決断を下した。モーセをカゴに入れて、

ナイル川に流したのに、そのカゴが王女が入浴するにところに流れて

行った。それで、王女がかわいそうに感じて、モーセを王宮に連れて入

った。このとき、モーセの母が乳母として王宮に入り、モーセが大きくな

る時までモーセの母が乳を飲ませた。これがイスラエルの大きな歴史

を変えるはじまりになったのだ。 

▲いま、多くの子どもたちが全部、暗やみの文化に捕えられている。完全

に、私たちの次世代が奴隷になった。そして、事実上、化を通して殺さ

れている。 

 

1.レビの男がレビの女に-福音の理由を知っている女性、ヨケベデの祈り 

▲みなさん1人の使命がどれくらい重要かということを知って、どれくらい

大きい祝福を受けたのか分からなければならない。これを知っていた

人がヨケベデだった。理由と霊的なことを知っている人だった。福音を

持った人の祈り、霊的世界を知っている人の祈りは、必ず伝えられて次

世代にまで働きが起きて、永遠に今まで働きが起きている。全世界の

次世代を掌握している暗やみの勢力が、イエス・キリストの御名で縛ら

れるように祈るよう願う。 

 

2.神様の契約は絶対に変わらない-ヨケベデの決断 

1)モーセを生かさなければならない。 

2)そして、この契約を伝達しなければならない。 

3)モーセがモーセ五書を記録したが、すばらしいことが入っている。この

契約をヨケベデが伝達したのだ。 

 

3.幼いときに刻印されたことは、必ず成就するということを分かった。 

▲幼いときに刻印されたことは必ず勝利するのだ。 

1)ヨケベデが乳母として、モーセが乳離れする時までこの契約を刻印させ

たのだ。 

2)創世記3章、6章、11章の問題、幕屋が何か。礼拝をささげなければなら

ないから、たしかに刻印させたのだ。 

3)みなさん自身が、先に契約を握って力を受け手、契約を刻印させなけれ

ばならない。 

▲人間は霊的な存在だ。福音知らなければ、初めには知らずに生きてい

て、時間が経つほど難しい問題がくる。目に見えないサタンは全世界を

ひっくり返したが、次世代を掌握しているのだ。今、その子どもたちの

中に契約が入れば、後ほどモーセのように大きい答えの門が開く。今

でもその答えは続いている。 

 

＊結論 

▲祈りは最も正確な霊的な科学だ。みなさんがイエス・キリストの御名で

祈る時間に、暗やみは崩れて、すべての悪い霊は縛られる。(使徒1:8,

マルコ16:17-18,ルカ10:19)みなさんが今日、次世代のために、国のため

に本当に祈りなさい。ヨケベデ1人の祈りが世界を変える。契約を知っ

ているみなさん1人の祈りは、必ずそのような答えがくるようになる。今

日からみなさんが契約を握って祈りを始める両親になることを主イエス

の御名で祝福します。 

＊序論 
▲モーセが母親から聞いたこと！それが出3:18だ。これが80年ぶりに
答えになったのだ。血のいけにえをささげに行きなさい！みなさん
がこの言葉をわかって、他の人に伝達しなければならない。他のも
のは、なにがあっても仕方がない。 

▲多くの知識人が目に見えないサタン(Satan)を知らないから、やられ
るのだ。サタンが創世記3:4-5神様を離れること、創世記6:4-5ネフィ
リム、創世記11:1-8バベルの塔を築く人生でだました。母親から聞い
たこの話をモーセがみな記録した。モーセのゆえにエジプトのすべ
ての暗やみ文化がみな崩れた。福音だけ分かれば簡単なのだ。創
世記3:15、創世記6:14箱舟の中へ、創世記12:3の契約の中に入りなさ
い。 

 
1.神様のみことばが私たちの考えの中に、福音のみことばが心の中
に、福音のみことばが私のたましいの中に刻印される時に、必ず答
えが起きる。 

▲レムナントにこの(序論)事実を目に見るようにさせなければならな
い。そして、考え、心、たましいの中にこの福音のみことばを刻印さ
せれば、必ず勝利が起きる。 

1)出2:1-10、乳を飲ませながら、乳母生活しながら刻印させた。 
2)出3:1-20、血のいけいえをささげに行きなさい。 
3)出5:1-12:46、エジプトのすべての偶像をみな倒す働きが起きた。 
 
2.たましいの中に刻印されたみことばは、荒野40年の間起きたことを
見なさい 

▲神様のみことばがどれだけ力があるのか。契約だけ握っても、暗
やみの勢力は崩れる。 

1)出14:1-13,19、紅海を渡るようにされた。主の使いが前後で保護した 
2)マナとうずらを与えて保護された。 
3)雲の柱、火の柱で保護された。 
4)荒野を行く間に、三つの祭りを守って、刻印、根、体質を変えるように
された。 

5)荒野を行く間に幕屋運動を開いて、祈りの奥義を知るようにされた 
6)契約の箱が行く所ごとに神様の奇跡が起こった。 
7)申6:4-9,最後にこの事実をあなたの子どもたちに教えなさい。 
 
3.カナン征服の答えがきた 
1)ヨシュア1:1-9、大胆でありなさい！わたしがモーセとともにいたよう
に、あなたとともにいる 

2)ヨシュア3:1-13、ヨルダン川を分けた。 
3)ヨシュア6:1-20、エリコを倒した。 
4)ヨシュア10:10-14、空前絶後な答えを与えられた。 
5)ヨシュア14:6-15、老人カレブを通してアナク山地を占領するようにさ
れた。 

 
＊結論 
▲私たちは結果的に世の中のお手伝い、サタンが与えるお手伝いだ
けして死んではいけない。行く所ごとに暗やみの勢力が崩れるよう
になる。 

1)神様が願われる私はだれか？常に質問しなさい。 
2)私は何をするべきか？ 
3)私はどこに行くべきか？ 
▲次世代に本当に福音を刻印させなさい！ 

1．使17：1、18：4、19：8 
2．使19：8－10、使17：4－7 
3．使13：5－12、16：16－18、19：8－20   

 

区域教材20課＊5月の主題 ＊ 伝道者の絶対使命－ 当然、必然、絶対 

伝道者の絶対使命 － 必然(イザ7：14) 

 

それゆえ、主みずから、あなたがたに一つのしるしを与えられる。見

よ。処女がみごもっている。そして男の子を産み、その名を「インマヌ

エル」と名づける。 

 

序論 /  

サタンの目標は人間の滅亡であるけれども、神様の目標は人間の救い

です。 

 

本論 / 

1．必然的問題、必然的答え 

1) 必然的問題 － エジプト(ピラミッド)、ペリシテ(ダゴン神殿)、アラム(リ

モン神殿)、アッシリヤ(バアル、アシェラ)、 バビロン(ネボ神像)、ロー

マ(ゼウス神像) 

2) 必然的答え － エジプト(ヨセフとサムエル)、ペリシテ(サムエルとダ

ビデ)、アラム(エリヤとエリシャ)、 

アッシリヤ(ヒゼキヤ)、バビロン(イザヤとダニエル)、ローマ(パウロとテ

モテ) 

3) 必ず、成し遂げられる神様の必然的時刻表、道しるべ、目標 

  －使1：3、2：1、6：7、11：19、16：6－10、19：21、ロマ16：25－27、使1：8 

 

2． 神様が必要とされること 

1) 創3：1－6 → 創3：15 

2) 創6：1－7 → 創6：14 

3) 出3：1－20 → 出3：18 

4) イザ6：1－12 → イザ6：13、7：14 

5) マタ16：13－15 → マタ16：16 

 

3．神様が必要とされる教会 

1) 神様が必要とされない教会 － 世俗信仰、祝福を祈る信仰、物質信

仰、成功信仰 

2) 神様が必要とされる教会 

(1) 創37：1－11      (2) 出3：18－20 

(3) Ⅰ歴29：10－14    (4) ハガ2：1－9 

(5) 使2：1－47、11：19－30、ロマ16：1－27 

3) 神様が特別に必要とされる教会 

(1) ロマ16：1－27 － 裏面契約 

(2) ロマ16：19－20 － サタンの縛り上げ 

  (3) ロマ16：25－27 － 世々にわたって、今、とこしえまで 

 

結論 / 

神様が必要とされる伝道者 

1．誤ったこと、異なること、だまされたことを捨てる者 (マタ16：13－20、

17：1－9、18：1－10) 

2．霊的知識を持った者 (マタ28：1－15、ヨハ21：15－18、ルカ24：13－

18) 

3．神様が必要とされることを持った者 (マタ28：16－20、使1：1－14、2：9

－11、41－42) 



 

 

1) 聖日1部(5月7日)→  三つの機会 (申6：4ー9) 

▲最高の力と祝福を受ける礼拝の時間に、福音の家庭に与えられたレムナントたちを7人のレムナントのように勝利するよ

うに刻印させて、仕えることのできる祝福を与えてくださり感謝します。福音のみことばをレムナントたちの考えの中に刻

印させて、世界と時代を動かす最初の機会をつかみますように。今まであった神様のみわざ、これからカナンの地に入

るべき理由、世界福音化の理由を心の中に刻印させて、みことばをたましいの中に刻印させますように。知性、霊性、使

命を果たすレムナントとして育てますように。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(5月7日)→ ネフィリムとの戦争 (創6：14ー20) 

▲ネフィリムのしわざが何かを知って、福音を伝えて教会を建てるべき理由を悟らせてくださり感謝します。あなたのために、

地域のすべての人々が来て休むことができる神殿、福音を聞くことができる神殿を建てますように。次世代のために、す

べての次世代が癒される憩いの場になる神殿を建てて、正しく刻印しますように。237カ国が来ることができる多民族の

憩いの場になる神殿を建てて、そこに私の祈り部屋、私のレムナントの部屋、私の宣教室、ホーリーメイソングループ、

国家を生かしますように。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(5月7日)→ 19課:伝道者の絶対使命①-当然(使徒17:1-3) 

▲キリストが主人になれば→ サタンを縛って、災いを防いで、地獄の背景に勝つようになる。しかし、私が主人になれば

サタン、災い、地獄の背景が私を攻撃する。 

①人間は当然、神様を信じなければならない霊的存在だ。 

②神様を離れれば当然12の問題がきて、神様はキリストを通して当然の答えをくださったのだ。(使徒1:1,3,8) 

③それなら、私たちがここに集まったこと、献身するのも当然の集いで、当然の献身を発見するようになる(使徒1:14)→ 使

徒1:1,3,8で刻印,根,体質を変えなさい。 

 

4)テキコの集い(5月7日)→  

①海外チーム-使徒2:9-11,国内外の組織を組んで,黄金漁場を探して入ってみなさい。 

②教役者チーム-使徒9:15,私が行く現場伝道,海外伝道,タラント伝道がなければならない。 

③テキコチーム-私たちの教会が前へ行かなければならない最高基準,水準,目標をいつも案内しなさい。 

④重職者チーム-重職者は一生の答えを味わう祈りの課題を握らなければならない。 

 

5)第37回全国牧師長老祈祷会(5月8日)→  

▲1講:牧師と重職者のOnenessになった祈りの力(ローマ16:25-27) 

①序論-聖書の最も重要な答えが牧師と重職者のワンネスになった祈りの力だった。そして、世界を動かした牧師と重職者

が多数でなく少数であった。牧師と重職者は肉的な話よりは霊的な話と対話をよくしなければならない。 

②神様が世々に渡って長い間隠しておかれたことを見つける所にみなさんがいなければならない(ローマ16:25)→ 福音 

③今かくされていること、今すべきことが現れるようにしなければならない。(ローマ16:26)→ 使徒2:1-47,使徒8:4-8,使徒

8:26-40,使徒11:19-30,使徒13:1-4,使徒16:16-18,使徒19:21 

④未来にかくされたことの中に、今みなさんが入るのだ(ローマ16:27)→ 少数を持ってイスラエル征服,ローマ征服,世界征服 

⑤結論-私たちは神様中心,福音中心,教会中心 

▲2講:牧師と重職者が見なければならない現場(使徒1:8) 

①私論-神様が誰を祝福されるのか。神様が誰を用いられるのか。神様が私に何を希望されるのか。神様が私たちの教会

で私に望んでおられる天命は何か。質問しなければならない。サタンが12の問題を持っていつも活動して働く。ここから

人間を救い出すのが神様が最初の目的だ。その解決策がキリスト！福音とみことばを知って伝達しなさい。そして、救わ

れる対象者,災いに陥った者を救い出して,災いを防ぎなさい。 

②霊的現場を見る目を持ちなさい-マタイ28:16-20(権威),マルコ16:15-20(霊的いやし),使徒1:8（証人として地の果てまで生か

しなさい。) 

③偽りの成功の現場を見る目がなければならない-根本(21),聖霊の導き(9),聖霊の満たし(5),証人(20),タラント(7) 

④災いの現場を見る目がなければならない-伝道福祉対象,NGO対象,90%未自立,文化現場,多民族,難民/脱北者,ヒーリング

(Healing) 

⑤結論=3つの結果になる。伝道(福音運動),神の国,世界宣教の奇跡 

6) RTS海外使命者特講(5月10日)→ 伝道スケジュール(使徒13:48) 

①24時-定刻祈り(余裕-朝/夜),常時祈り(62キャンプ),集中祈り(ビジョン→現実化) 

②スケジュール-一生の伝道スケジュール,現在(システム),黄金漁場/死角地帯/災い地帯を見なさい 

③現実-問題,葛藤,危機→ その中に道がある。 
 

7) RTS院長特講(5月10日)→ 伝道者が見ること(使徒19:8-10,ピリピ3:20) 

①創世の時から終末の時までサタンは24時働いている。(12の問題-災い,3団体,宗教団体,理念,代替宗教) 

②ただみことば,ただキリスト,ただ聖霊でサタンの働きを解決することができる。 

③それゆえ、みなさんの現住所は私を強くしてくださる方の中でなければならない-使徒1:1,3,8(21)+聖霊の導き(9)+聖霊の

満たし(5)+証人現場(20)+まことの成功(7) 

④結論-そうすれば、一生の答え,今すべきこと,ともにする理由が見える。 
 

8)第11次社会福祉使命者大会(5月10日)→  

▲1講:社会福祉-伝道 

①すでにある福祉を活用して,伝道運動から展開しなさい(会堂,講堂、市場→ デパート,商店,市場→ いやし,弟子,変化させる

ことをしなさい) 

②新しい福祉を始めなさい→ 使徒13章(シャーマニズム),16章(占い) 19章(偶像)に捕えられて死んでいく人々を助ける福祉

をしなさい。 

③使徒19:21,使徒23:11,使徒27:24→ 理念福祉,政治福祉,時代福祉が必要だ。 

▲2講:社会福祉-宣教 

①福祉は未来を見てすることだ→ 福祉対象者が福祉対象者にならないように,福祉対象国家が福祉対象国家にならないよ

うに,次世代が福音と教会を正しく理解するように。 

②ディアスポラ(Dispora)-散らされた者,派遣された者,隠された者を備えておかれた。 

③スタンプ(Stump)-残った者を残る者,残りの者,残す者としなさい。 

④レムナント(Remnant)-イザヤ6:13(新芽),イザヤ60:1-22,イザヤ62:6-12,使徒17:1/18:4/19:8会堂 

⑤結論(祈りの課題)-サラン部,老人療養,精神疾患,国内訓練,国外訓練 
 

9)産業宣教(5月13日)→ OMCと第2のRUTC運動(18)-ヤング産業人のアイデンティティ(イザヤ43:17-22) 

▲組織(事実通り把握)+専門家+神様がくださるミッション+できる人+24する人12の問題の攻撃(雲をつかむようなこと+肉的な

もの+霊的問題がくる),錯覚(現場が難しい+世の中が大きい+罪悪感)→ それでアイデンティティ回復が至急だ。 

①族長時代のヤング産業人-創世記26:10-14(イサク-主が祝福されたので-100倍),創世記41:38（主の霊が宿る者),ヨシュア

1:1-9(実際に神様の働きを握るようにすることに) 

②王政時代のヤング産業人-Ｉ列王18:1-13(オバデヤ-危機を防ぐヤング産業人),Ｉ列王19:10-21(弟子を育てるヤング産業人),

Ⅱ列王6:8-24(ドタンの町運動-戦わないで勝利) 

③初代教会以後(62)-すべての生活の中で勝利→ レムナントの土台,教会の土台伝道/宣教の土台になるのが神様のみこ

ころで目標だ。 

④結論-神様が願われ,作られる私+神様がくださった私のこと+神様が願われる私の現場→ このようにすれば間違いない。 
 

10)伝道学(5月13日)→ 伝道者の生活と第2のRUTC運動(18)-福祉館伝道(使徒13:5-12) 

▲使徒13:5-12/使徒16:16-18/使徒19:8-20(精神病,サラン部-自閉,障害者,老人認知症),使徒17:1/使徒18:4/使徒19:8(学校,未

来,レムナント),使徒9:8-10/使徒17:4-7(文化,いやし,市場-産業現場)→答え 
 

11)核心訓練(5月13日)→ 第2のRUTC運動(18)-当然,必然,絶対(ローマ16:26) 

▲みなさんが常に受けなければならない答え-当然,必然,絶対を知って伝達しなければならない。根本(キリスト-21)+聖霊の

導き(成功の方法-9方向)+聖霊の満たし(力-5幸福)+まことの伝道(伝道の門-20)+まことの成功(タラント-7方法)→ 62(私た

ちの人生全体を神様が導かれる) 

①3つの今日の力-使徒2:1-4,使徒2:9-11,使徒2:14-21,41-42 

②3つの今日の答え-使徒2;17-18(当然),使徒2:41-47(必然),使徒3;1-12/使徒4:1-12/使徒8:4-8/使徒8:26-40(絶対) 

③3つの今日の持続-ローマ16:25,ローマ16:26,ローマ16:27 

④結論-神様がお作りになった私(使徒9:1-15),神様がくれた私のこと(ビル3:1-21),神様がくれた私の現場(ローマ16:25-27) 
 

12)区域教材(5月14日)→ 20課:伝道者の絶対使命②-必然(イザヤ7:14) 

週間メッセージの流れ(2017.5.7.-2017.5.13.) 


