
産業宣教メッセージ════════════════════════════════════════════2021/10/9 

OMCと第1·2·3 RUTC 答えの現場 (38) 

－ 世界軍宣教大会1講 － 

(主題：最後の訓練時刻表) 

「軍隊が行うべき人生編集」 

(民 14：1－10) 

 

1．誤った刻印(編集)を変える 

1) 福音刻印     (1) 出 3：18  (2) 出 5：１－12：46  

2) 3つの祭り、契約の箱 

3) 幕屋、会見の天幕、天幕 

 

2．現場で見たみことばの刻印 (現場編集) 

1) 乳と蜜が流れている地 (民 13：27) 

2) しかし、地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく (アナクの子孫)  

(民13：28) 

3) ネゲブの地方 － アマレク、ヘテ、エブス、エモリ － 山地、カナン人 － 海岸 

 4) 私たちはいなごのよう (民 13：33) 

 5) 民は泣き明かした (民 14：1) 

 

3．カデシュ・バルネアで起きたみことば刻印の人生編集 (新しい刻印) 

1) 服を破ったヨシュア、カレブ (民 14：2) 

2) すばらしく良い地 (民 14：7) 

3) 主が与えた乳と蜜が流れている地 (民 14：9)、 

  私たちのえじき (民 14：9)、彼らの守りは、彼らから取り去られている (民 14：9) 

4) 石で打ち殺そうとした民 (民 14：10) 

5) そのとき、主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエルの人に現れた (民 14：10) 



伝道学メッセージ═════════════════════════════════════════════2021/10/9 

 伝道者の生活と第1·2·3 RUTC 答えの現場 (38) 

- 世界軍宣教大会2講 – 

(主題 ：最後の訓練時刻表) 

「軍隊が行うべき人生設計」 

(ヨシ 1：1－9) 

 

1．神様の計画で人生設計 

1) 上から与えられる恵み 

(1) 御座の祝福  (2) 時空の超越  (3) 237の光 

2) 私の中にいる恵み 

(1) 創 1：27  (2) 創 2：7  (3) ヘブ 4：12 

3) 答えとして現れた恵み 

(1) 私の空前絶後  (2) 教会の空前絶後  (3) 業の空前絶後 

 

2．今すべき設計 (ヨシ 1：1－9) 

1) あらかじめ下さったこと 

(1) ヨルダン (ヨシ 1：2)  (2) あらかじめ与えた地 (ヨシ 1：3－5) 

2) 強く、雄々しくあれ、恐れてはならない (ヨシ 1：6－8) 

3) どこに行ってもあなたとともにいる (ヨシ 1：9) 

 

3．これから起きる設計 

1) ヨシ 3：1－13 

2) ヨシ 6：1－20 

3) ヨシ 10：10－14 

  



核心メッセージ══════════════════════════════════════════════2021/10/9 

 第1·2·3 RUTC 答えの現場 (38) 

- 世界軍宣教大会3講 – 

(主題 ： 最後の訓練時刻表) 

「軍隊が行うべき人生デザイン」  

(ヨシ 10：10－14) 

  

 

1．事実を見て探すべき私の空前絶後 (ヨシ 10：10－11) 

1) 出エジプトの苦しみ 

2) 荒野の苦しみ 

3) 連合軍の出動 

 

 

2．現場を見て探すべき私の空前絶後 

1) 雹の石 (ヨシ 10：11) 

2) 危機にあった夜 (ヨシ 10：13) 

3) 2つの祈りを探した時間 (ヨシ 10：12) 

 

 

3． 未来を見て探すべき私の空前絶後 

1) 出エジプト － 神様の計画 

2) 荒野 － 神様の方法 

3) カナン － 神様の目標 

  



区域メッセ—ジ════════════════════════════════════════════════ 2021年10月二週目 

Remnantリーダーの条件 

(イザ 60：1－3) 

 

起きよ。光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ。やみが地をおおい、暗や

みが諸国の民をおおっている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなた

の光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。 

 

序論 / 今の時代、Remnantリーダーの祝福 

あらかじめ見た者、あらかじめ持った者、あらかじめ味わう者、あらかじめ征服する者、あらかじめ成就 

－ 絶対主権、絶対計画、絶対契約、絶対旅程、絶対目標の中にいる者 

 

1．あらかじめ知って味わう霊的サミット － 祈り24 (ミッション) 

  1) 重要なことをあらかじめ見た者はダビデのように集中する24が出る 

 2) 私の祈り24 

－ 重要なこと3つ 

  (いやし－詩 23：1、力－78：70－72、サミット－Ⅰサム 16：13、23)を持って私の霊的状態を最高にしなさい 

  3) 私の業24 

    個人化 (羊飼い－詩/賛美/技能)、専門家 (Ⅰサム17：34－37)、 

  世界化 (ゴリヤテ事件によって全世界に主が証された) 

4) 現場での人間関係24 

  － WITH ＋ Immanuel ＋ Oneness 

  ＊使 1：1、3、8でただをしなさい！ (1：14、2：1－13、2：42) 

  － 伝道者の62の生活が出る 

 
2．霊的世界(事実)を知って待つ技能サミット － 神の国25 (インターンシップ) 

  1) 25の祝福を味わった聖書のRemnant7人 

  － 創 41：38、出 3：18－20、Ⅰサム 3：19、16：13、Ⅱ列 2：9－11、ダニ 6：10、 

 使 1：1－8 (霊的世界、霊的事実をあらかじめ知って味わった) 

  2) あらかじめ下さった私の身分25 － ダニ 1：8－9 

3) あらかじめ下さった私の権威25 － ダニ 3：8－24、6：10－22、エス 4：1－16 

4) あらかじめ下さった私の背景25 － 3つの国 (世の国 ＋ サタンの国 ＋ 神の国)、 

  2つの背景 (天国 ＋ 地獄)、 御座との霊的疎通 

    (出 14：19、Ⅱ列 19：14－20、使 12：1－25、1：11、27：23－25) 

＊ 神様が下さる唯一性の答え、その答えでわざわいを止めて世界福音化を成し遂げるようになる 

 

3．永遠なことを知って挑戦する文化サミット － 天命/召命/使命 (人生フォーラム) 

  1) 永遠なこと3つ 

  － 三位一体神様と天国の背景、神の子どもとなった身分と背景、サタンと地獄の背景 

  － これを知れば見えるいのちをかけるべき価値 (天命/召命/使命) 

  2) 神様の絶対主権に対する信仰 － 10つの土台、5つの確信 

  3) 時代を見た者を通して神様が成し遂げられる絶対計画 

  － 出 3：18－20、Ⅰサム 7：1－15、17：1－47、Ⅰ列 18：1－15、19：19－21、Ⅱ列 6：8－24、使 1：1－14 

  4) この時、現場で神様の絶対契約を回復して伝達するようになる 

  5) そうすれば時によって時刻表に合った正確な契約が出て、証人として立つ絶対旅程を持つようになる 

  6) 神様の絶対目標を成し遂げるために私を呼ばれた神様 

  － マタ 28：16－20、マコ 16：15－20、使 1：8、17：1/18：4/19：8 

  － Remnant （残りの者、残る者、残れる者、残す者） 

    

結論 / いつも上の3つを持って、質問して、チェックしなさい！ 

 



10月10日 インマヌエル教会聖日メッセージ 

 

1部 世界軍宣教大会 

「国のために祈る時間」 (Ⅰサム1:9-11) 

 

レムナント礼拝 「ギデオン三百人の小心者」 (士7:5-8) 

 

2部 国内伝道委員会献身礼拝 

「伝道は神様の絶対計画の中で成し遂げられること」(Ⅰサム3:19) 


