
2020年6月7日  週間メッセージ祈りのカード  “2020年第1、2、3 RUTC答え-歩んできた30年と私(ロマ16：20)+次世代を生かす歩みとなる30年(ロマ16：25-27)”   (資料提供： 世界福音化常任委員会インターネット総局http：//data.rutc.com) 

聖日１部：幕屋の記録 (出 38：21ー31) 聖日2部：祭司の式服 (出 39：1−7) 

＊序論 

▲今、全世界的にずっと苦しんでいることがある。誰にも話せない心の

病気、考えの病気、精神的な病気、それを霊的な病気と言う。このよう

な病気を治そうと、もがくので、さらに苦しくなる。治そうとするが、さら

に治らない。それゆえ、ずっと苦労する。必ず覚えなければならな

い。治せないのだ。治そうとすればさらに苦しくなる。治す必要がな

い。霊的な力を持って生かさなければならない。自然になくなるよう

にさせなければならない。根本的に私の力を蓄えなければならな

い。「キリスト」という単語を正しく理解しなければならない。それを説

明しようと、幕屋に多くのことを入れたのだ。その力を受ければ、消え

るようになる。これができる幕屋、神殿を作りなさい。断捨離を解決す

る霊的な力を受ける神殿を作りなさい。 

▲今日の本文に神様が細かく指示される。簡単に話せば、奉献物、献金

を言う。神様に信徒がささげた献金を使うのは、私たちの霊的状態と

未来を左右する。私たちが主の働きをして、主のために献身するの

は、霊的な状態と未来と関係がある。幕屋のための献金は、いのちと

関係がある。この目が開かれた人が礼拝する礼拝は違う。この目が

開かれ人が神殿を作るのは違う。今日、みなさんが知って礼拝をささ

げなければならない。福音によってだけ解決することができる大きい

力が、礼拝をささげる間にだけ与えられるのだ。いやしは、神様がく

ださる霊的な力が積み重なってこそ、みわざが起きる。霊的な力を本

当に受けていれば勝利する。それを持って荒野を通過しなさいという

ことだ。幕屋がなぜ死をまぬがれるほど重要なのか。5つの理由があ

る。 

 

1.霊的わざわいを止める神殿を作りなさい。 

▲エジプトを通じて霊的わざわいが全世界に広がったのだ。それを止

める神殿だ。光は小さくても大きい暗やみをなくすことができる。いの

ちの種は小さくても、木になり、森になることができる。 

 

2.奴隷であった刻印、根、体質を変える24の場所(神殿) 

▲奴隷として暮らしていた間に刻印、根、体質になったことを変える24

の場所が必要だが、それが幕屋だ。24の力を得ることができる現場、

教会が必要だ。これによって刻印、根、体質にさせる神殿を作りなさ

い。 

 

3.霊的な免疫力を高める神殿 

▲荒野の道をたくさん行かなければならない。霊的な免疫力を高めなさ

い。どこで高めるのか。この幕屋を作って集まる会見の天幕を作っ

て、天幕を作って霊的な免疫力を高めなさい。それゆえ出てきたのが

三つの祭り、庭を作りなさい。そして、その中心に契約の箱を置きなさ

い。ここにいのちをかけて献身しなければならない。全世界の暗や

みの勢力に勝つ霊的免疫力を高める教会を作りなさい。 

 

4.カナンの地に入る本物の力を蓄える神殿 

▲カナンの地入らなければならない。本当の力を蓄えなさいということ

だ。そして、ヨシュアがこの話をわかった。大胆でありなさい、恐れては

ならない、わたしがあなたとともにいる！この地を与えた、行きなさ

い！福音の中にある力を持っていれば、自然に答えがくる。 

 

5.ローマの大わざわいを止める神殿 

▲ローマ大わざわいを止める神殿を準備しなさい。カルバリの丘の契約

を味わう神殿、オリーブ山のミッションを受ける神殿、マルコの屋上の

間の世界をいやす力の神殿を作りなさいということだ。全世界を生かす

アンテオケ神殿！ローマも見なければならない！カイザルの前に立た

なければならない！この契約の神殿を作りなさい。 

 

＊結論 

▲神様がみなさんをまことの幸せ、まことの力を持って神様がともにおら

れるまことの私を知りなさいと呼ばれたのだ。(詩23:1、ピリ4:13)霊的病

気の者をいやす教会、これを24する教会、まことのサミットを作る教会、

237か国の人材がきて24する教会、そして５つの力を得なければならな

い。今日から祈りなさい。今日、この契約を握らなければならない。今

日、重要な始まりになることを主イエスの御名で祝福します。 

 

＊序論-祭司 

▲祭司はおもに何をする人か。ひとことで24神殿を守る人だ。 

1)重要な契約 

(1)王、預言者、祭司 

(2)キリスト(まことの王、まことの預言者、まことの祭司) 

(3)わざわいを止める祭司-このわざわいは、血のいけにえをささ

げることによってだけ止めることができる。 

▲王は祭司を助けて神殿を作り、ともしびを灯すようにしなければな

らない。預言者も祭司を助けて神殿のともしびを灯すようにしなけ

ればならない。 

▲Remnant7人がどんな力を持っていたのか。わざわい止める力を持

っていた。霊的な免疫力、霊的な力を蓄えなければならない。そう

すれば、5力が与えられる。霊的な力を蓄えなさい。どこでか。神殿

で...他の人も味わうことができるように...次世代が来て、見て、味わう

ことができるように...237か国が来て、味わうことができるように...私

たちのRemnantが教会に来て味わうことができるように..課題を正し

くすれば、答えがすぐに与えられる。祈りをたくさんしなくても、契約

を正しくしなければならない。 

2)すべての人が力を合わせてわざわい止める神殿24を作った。 

(1)237か国24 

(2)いやし24ができるくらい-霊的な力を受けるように助けなければ

ならない。 

(3)Remnantサミット24 

3)正確な契約を今、握れば 

(1)神様のみこころがある所に(詩103:20-22の事が広がる) 

(2)まことの祈りと礼拝をささげるとき(御座の力が臨む) 

(3)神様の力が現れればNo→ Everyとなる 

 

1.祭司の身分とは何か(わざわい止めるいけにをささげる人、神殿、申

21:5) 

▲いけにえをささげるには神殿が必要だ。それゆえ、その幕屋をいの

ちかけて作りなさい。申21:5、祭司に三つを与えられた。 

1)礼拝権(みことば) 

2)祝福権 

3)判決権 

 

2.祭司の服(エポデ-働きを言う) 

1)区別されたこと(神殿だけで着る服) 

▲私の基準で判断せずに、神様の基準で判断しなさい。私の話を

するのではなくて、神様のみことばを代わりに伝える。 

2)仕える(24時、ともしびを灯して仕えるということだ) 

▲主のしもべが24信徒のために祈って、世の中を生かす祈りをするよ

うに... 

3)派手な服(神様の霊だ) 

 

3.祭司の絶対働き 

1)至聖所に入る働き-すべてののろい、わざわいを止めるいけにえを

ささげる事 

2)ケルブ 

3)契約の箱 

 

＊結論(ヘブ6:19) 
▲ヘブ6:19、万人祭司「この望みは、私たちのたましいのために、安全
で確かな錨の役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。」 

1)身分 
(1)義の服(エペ6:10-20) 
(2)使命(Iペテ2:9) 
(3)力(ピリ3:20、背景) 

2)答え 
(1)朝-ときめくほどの感謝を見つけ出しなさい 
(2)夜-深い祈りといやしの時間 
(3)24-この2つを昼間に現場で味わうことを24 

3)ロマ6:17-19、ロマ16:20、サタンを足で踏み砕きなさい。 

▲断捨離-切ることを切って、捨てること捨てて、離すこと離しなさい)→

不必要なことを... 

  

区域メッセージ：1部 契約の旅程 (CVDIP)  

契約の旅程とAll in、All out、All Change(ロマ 16：25－27) 

 

私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって

長い間隠されていたが、今や現されて、永遠の神の命令に従い、預

言者たちの書によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々

に知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを堅く立たせることが

できる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、御栄え

がとこしえまでありますように。アーメン。 

序論 ／ All in、All out、All change 

1) All in － 福音の中にすべてがある (使 1：1、3、8→伝道者の生活62) 

2) All out － 福音はすべてのことを生かすことである 

 (使 2：1－47、3：1－12、8：4－8、11：19、13：1－4、16：6－10、19：1－7) 

3) All change － 福音はすべてのことを変化させることができる 

 (使 13：1－12、16：16－18、19：8－20、19：21、23：11、27：24、ロマ 16：

25－27) 

1．伝道弟子のAll in、All out、All change 

  1) All in － 使 1：1、3、8 

  2) All out － 使 2：1－13、2：41－42、2：43－45 

  3) All change － 使 2：46－47、3：1－12、4：12、8：4－8 

  ▶ 伝道弟子の結論 － ロマ 16：17－20、25－27、使 1：8 

2．重職者のAll in、All out、All change 

  1) All in － 光の経済を回復して教会を生かしなさい (幕屋運動、神殿

運動、初代教会) 

  2) All out － 伝道、宣教、全世界237カ国 

  3) All change － ロマ 16：25、26、27 

  ▶ 重職者の結論 － ロマ16章 (7つのニックネーム)、三弟子 (秘密決

死隊 + Remnant Ministry + Holy Mason) 

3．RemnantのAll in、All out、All change 

  1) All in － 最初の機会 (福音刻印 + 祈りの根 + 伝道体質) － 三

サミット 

  2) All out － 最後の機会 (Remnantの学業と未来の器準備) － 7タラ

ント 

   ▶ 7タラント－福音 + みことばの働き (信仰の人) + 3つの契約 (1、

3、8体験) + 礼拝 + ただ (成人式) + 唯一性 (使命式) + 再創造 (派

遣式) 

  3) All change － 全世界237カ国の世界福音化とRUTC運動の主役  

(イザ 6：13、ゼパ 2：7、Ⅱテモ 3：14－17) 

結論 / 地上最大の委任 「キリストの大使」 

1) マタ 28：18－20     2) マコ 16：15－20 

  3) ヨハ 21：15－18   4) 使 1：8    5) マタ 24：14 



 

 

 

1)聖日1部(5月31日)→洗盤 (出 38：8) 

▲序論-神様がくださった正しい契約を握って、目に見えない驚くべき知識と力を持って正しく始めなさい。 

①手を洗いなさい-荒野の道を通り過ぎる間、健康を守る。 

②水で洗いなさい-集まってみことばの力を握って、心にみことばを入れて、奴隷であった傷と根性を完全にいやしなさい。 

③水は神様の霊的な力をいう。神様のみことば握って根源の力を味わいなさい。 

④結論-契約を握って目に見えない知識を見つけ、目に見えない力を得なさい。神の子どもである権威をもって、どんな幕

屋を作るのか新しい祈りを始めなさい。 

 

2)聖日2部(5月31日)→幕屋の囲いを作りなさい (出 38：9ー20) 

▲序論-祈りの答えを受けようとするなら、今(緊急なこと)+未来(必ずすること)+次世代(天国)を置いて足跡を残しなさい。旅

人の道を行く中で、憩い場の集いと幕屋の礼拝と旅人と祈り、Remnantの庭を作りなさい。 

①幕屋の庭を作る根本祝福→ 237祈り場 

②亜麻布を持って包装しなさい→いやし24 

③旅人の祝福→サミット 

④結論-契約の旅程が見える教会+NoをEveryに(body/Way/Time/Where/Answer)+237-24/いやし24/サミット24→いつでも

行くことができる教会、囲いを作りなさい! 

 

3)区域教材(5月31日)→ 22課:契約の旅程と生活集中いやし(使13:5-12) 

▲序論-生活の崩れた人と神様の弱さ+神様の力 

①刻印されたことを変えなさい→いやしの始まり(考え/心+霊的状態+からだ/健康状態) 

②根を変えなさい→体験(福音+みことば+祈り) 

③体質を変えなさい→運命をひっくり返すことだ。(家庭+職場/職業+教会の問題とことを越えて生かしなさい) 

④結論→神の子どもの結論(ピリ1:6、ピリ1:9-10、ピリ1:12-14、ピリ2:5-11、ピリ3:1-21、ピリ4:6-7、ピリ4:10-13、ピリ4:19) 

 

4)第40回全国牧師/長老祈祷会(6月2日)→ 「牧師、長老、重職者の答え」 (使6:1-7) 

▲第1講義：思いもよらない人を用いられた神様(ロマ8:2) 

①序論-神様が御座の門を開けるスタートポイントはいつか→信徒(礼拝/祈り-高さ/深さ/広さ)+今日(今-未来)+御座(三位

一体/身分と背景/権威と背景) 

②1講：救いの福音-義認(ロマ8:2) 

③2講：身分と権威(ヨハ1:12) 

④3講：使命 

▲第2講義：誰もできないこと(使6:1-7) 

①序論-仕事を進めるとき(みことばの歴史を見なさい)+ミッションを見つけたり与えるとき(小さいこと-始まり、一つ/正しくし

なさい-スイッチ、制限された集中)+多くの祈りフォーラム(使1:3、使1:14、使2:1) 

②1講：のがしてしまった契約回復(契約の旅程) (使1:1、3、8→元祖時代-始まり、回復時代-道、成就時代-時刻表、征服時代

-価値、完成時代-終わり) 

③2講：完全にのがした教会使命(教会の旅程)(使2:9-11→ 237 24システム、いやし24システム、Remnantサミット24システ

ム) 

④3講：誰もできない献身(信徒の旅程)(使6:1-7→始まり/使1:14、過程/使11:19、結果/ロマ16:1-27)→裏面契約 

⑤結論-断捨離 

 

5)区域教材(6月7日)→ 23課：契約の旅程とAll in、All out、All change (ロマ16:25-27) 

▲序論→ All in、All out、All change 

①伝道弟子のAll in、All out、All change(結論→ロマ16:17-20、ロマ16:25-27、使1:8) 

②重職者のAll in、All out、All change(結論→ロマ16章(7ニックネーム)、3弟子(秘密決死隊+Remnant Ministry+Holy Mason) 

③RemnantのAll in(3サミット)、All out(7タラント)、All change(237世界福音化/RUTC運動の主役) 

④結論-至上最大の委任「キリストの大使」(マタ28:18-20/マコ16:15-20/ヨハ21:15-18/使1:8/マタ24:14) 

週間メッセージの流れ(2020.5.31.-2020.6.6.) 


