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ヨシュア 6:1-7 

01 エリコは、イスラエル人の前に、城門を堅く閉ざして、だれひとり出入りする者がなかった。 

02 主はヨシュアに仰せられた。「見よ。わたしはエリコとその王、および勇士たちを、あなたの手に渡した。 

03 あなたがた戦士はすべて、町のまわりを回れ。町の周囲を一度回り、六日、そのようにせよ。 

04 七人の祭司たちが、七つの雄羊の角笛を持って、箱の前を行き、七日目には、七度町を回り、祭司たちは角笛を吹

き鳴らさなければならない。 

05 祭司たちが雄羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなたがたがその角笛の音を聞いたなら、民はみな、大声でときの声を

あげなければならない。町の城壁がくずれ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ上って行かなければならない。」 

06 そこで、ヌンの子ヨシュアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。「契約の箱をかつぎなさい。七人の祭司たちが、

七つの雄羊の角笛を持って、主の箱の前を行かなければならない。」 

07 ついで、彼は民に言った。「進んで行き、あの町のまわりを回りなさい。武装した者たちは、主の箱の前を進みなさ

い。」 

 

要約 

□序論_三つのこと(三つのことを知って祈り 24 とすれば終わりだ) 

大人たちと 3 団体はこの三つのことをよく知らない。それで神様がここに RT を送られたのだ。 

1.霊的世界をよく知らない－そうするうちに、祈りが分からないのだ 

1)祈りが分からなくなるしかないのは、その必要性をよく分からないこと。大人たちはお金があるべきだ、このよ

うなかたち。それでお金の奴隷となる。 

2)隠れている現場が見えないのだ。サタン、聖霊の働き、霊的存在を分からないのだ。 

3)霊的事実をよく分からない。 

 

2.暗やみの世界が何かよく分からない 

1)エジプトわざわい(実力) 

△エジプトが、途方もないわざわいの中にあって、全世界まで苦しみに会っている。その中でモーセは王宮で実力を

備えた。 

2)荒野のろい(霊力) 



△荒野に出てきたが、この荒野にはのろいが臨んだ。各国の戦争で荒野はターミナルになった。この荒野を通過しな

がら神様は霊的力を育てられたのだ。 

3)カナン偶像 

△カナンは、その間に完全に偶像に陥った。それゆえ、神様はそちらに Remnant を送られたのだ。 

 

3.サミット世界が何かよく分からない 

1) 3 超越－御座、時空超越、237 の光。これを分からなければ、世界を変えることはできない。 

2) 3 セッティング－御座と時空、237 の祝福が私の中に臨んだことを神のかたち、神様のいのちの息、みことばの

力が臨むことだ。 

3)このとき、3 空前絶後がくる。 

△この三つのことを知らずに、これ(序論 1、2、3)の外で、あがくことが難しいのだ。イエスを信じて救われているが、

世の中の奴隷、サタンのお手伝いを続けることになる。それゆえ、神様が RT 7 人をこの中に送られたのだ。聖書にあ

る最も重要な話である。 

 

□本論_エリコが崩れるのは何を意味するのか 

1.過去を越える RT (傷いやし－残りの者) 

△荒野に出ていても、過去を越えられなければ、残りの者ではない 

1)エジプト習慣をそのまま持っている。 

2)奴隷根性をそのまま持っている。 

3)荒野体質をそのまま持っている。 

 

2.今日を越える RT (すべての葛藤を越える-巡礼者) 

△みなさんは、今、世界を生かす巡礼者の道を歩んでいる。これを悟るようにさせようと、世界福音化とともに事件を

行われるのだ。 

1)契約の箱だけついて行きなさい(4 節) -周囲の環境にがまんするのではなくて、関係がないのだ 

2)黙想(10 節) -口からことばを出さずに回りなさい 

3)ワンネス(20 節) - RT がワンネスになる日、エリコは崩れる 

 

3.明日を越える RT (不安を越える－征服者) 

△残りの者の答え-残る者、残れる者、残す者 

巡礼者の答え－ただ一つだけ持ってすべての答え、すべての幸せ 

△RT の弱点-経験不足、RT の長所-未来が残っていること 

1)この約束はすでにヨセフに与えられたのだ 

2)この約束はすでにモーセに与えられたのだ 

3)そうするうちにヨシュアに与えられたのだ 

 

□結論 

1.身分祈りを 24 時味わいなさい－祈るのは神様の動く霊を受ける時間だ 

 

2.権威祈りを 24 時味わいなさい－神様に受けた部分を祈りで伝えるのだ。このとき、学業にも働きが起きる 

△正確な時間に食事をして運動をしても健康が回復する。定刻に祈ればどんな事が起きるだろうか。呼吸で 24 祈りに

挑戦しなさい。吸う息で聖霊の満たし、吐く息で祝福、感謝、権威祈りをささげれば良い。 

△RT は最高の霊的戦いをしなければならない。RT はエリコを崩して、答えを受ける世界生かす主役だ 

 

 

全文打ち出し翻訳 

 

エリコ運動の話はたくさん聞いたでしょう。ところで、なぜまた話すのでしょうか。みなさんが必ず知らなければな

らないことがあるからです。 

□序論_三つのこと、祈り 24 

必ずそうでもないのですが、大人たちの大部分が三つのことをよく知らずにいます。 

1.霊的世界－祈り× 

何をよく知らずにいるかというと、どうしても現実を生きなければならないから、霊的世界についてよく知らずにい



るのです。ほとんど、よく知らずにいます。そうしてみると、祈りが分からないのです。それゆえ、神様が Remnant に

これを先に体験させられました。 

1)必要性 

祈りを分からないしかないのは、その必要性を知らないのです。「お金があるべきで、それがなぜ必要なのか」こうい

う式になるのです。話はしないのですが、生きることが難しいから、お金に奴隷になっているということです。みなさ

んは、絶対にそうなってはいけないのですが、そうなりやすいです。ですから、これを(霊的世界)見ることができない

のです。 

 

2)隠れた現場 

そうしてみると、実際に隠れた現場は見えないのです。 

 

3)霊的事実 

ですから、何が見えないでしょう。とうていサタンが何か、聖霊の働きが何か、霊的存在を分からないのです。ものす

ごい霊的事実を分からないのです。 

 

2.暗やみ世界 

そうしていると、まったく同じ話ですが、暗やみ世界が何かを分かりません。それで神様は、ここに Remnant を送ら

れたのです。 

1)エジプト(実力) 

今日の本文背景は、このエジプトが、途方もない、今、そのわざわいの中にいるのではないでしょうか。エジプトのた

めに全世界が今、苦しみにあっています。ここに神様は Remnant を送られるのです。暗やみの世界を見るようにさせ

て、しっかりと実力を備えさせられたのです。事実はそのモーセが王宮に入って、すばらしい実力を備えるのです。 

 

2)荒野ののろい(霊力) 

そして、これがなんでしょうか。荒野に出てきたのですが、この荒野には途方もないのろいが臨んでいます。なぜそう

でしょうか。この今、各国に戦争がとても起きるとき、ほとんどみな荒野はターミナルになるのです。そこに来て行っ

て戦争して、来て行って、すべてするのです。 

この荒野を通過しながら、神様は Remnant に霊的な力を育てたのです。これをなぜ書くかというと、みなさんが分か

る瞬間にこれが終わります。 

 

3)カナン偶像 

それでは、カナンはどうなりましたか。その間に完全に偶像に陥ったでしょう。神様はそちらに今、Remnant を送るの

です。必ず知らなければなりません。霊的世界、暗やみ世界。いまは、これから作品を作っても、こういうものを持っ

て作らなければなりません。クリスチャンが作らないから、今、他の団体がですね、霊的問題こうしたことを表わすよ

うに作り始めました。 

 

3.サミット世界 

3 団体も知らず、大人たちが知らないことがあります。本当のサミット世界が何かを知らないのです。これをみなさん

は知らなければならなくて、知っているものです。 

1) 3 超越 

それが何でしょうか。3 超越です。これをしっかりと知っていました。御座と時空超越と 237 の光です。Remnant は、

必ずこれを知らなければなりません。これを知らなければ、世界を変えることはできません。 

 

2) 3 セッティング 

この御座と時空、237 の祝福がみなさんの中に臨むのです。それを神のかたち、神様のいのちの息、みことばの力が臨

むのです。 

 

3) 3 空前絶後 

このときから何がきますか。三つの空前絶後がきます。 

これがとても難しい話のように見えるでしょう。そうではありません。これ(序論)の外であがく、それが難しいので

す。ほとんどの大人は中にいないで、外であがくのです。イエスを信じるから救われています。しかし、世の中では奴

隷になります。そうでしょう。イエスを信じてしまえば終わりです。そのまま救われます。しかし、サタンのお手伝い

を継続することになるのです。したのではないでしょうか。聖書を見て下さい。教会史を見てください。それが難しい



でしょう。これがさらに簡単なのです。Remnant7 人はこの中にぴったり入るのです。霊的世界を知って、暗やみ世界

が何か知ったのです。 

代表的に、みなさんが知らされた人物が、もうヨセフやダビデ、このような人なのですが、今日の本文に従って、いま

エリコ側に行くから、この説明をまたするのです。みなさんが今このように始めなければなりません。これをもし、み

なさんが 24 してしまえば終わります。すると、もう祈りを悟ったのです。そうでしょう。麻薬依存症にしっかりなっ

た人は、麻薬 24 になるでしょう。そうでしょう。それは麻薬を悟ったのです。ゲームを 24する子どもたちがいます。

それは何でしょう。大人たちはゲーム中毒と言いますが、それを何と言うのでしょうか。ゲームをしっかりと悟った

のです。音楽もです。本物の人は音楽 24 するでしょう。そうでしょう。 

いよいよこれで(序論)みなさんが三つのことで祈り 24 になってしまえば終わりです。必ず記憶しなければなりませ

ん。みなさんは、今、握るだけでもかまいません。年をとってしまうと、時間がちょっと遅れるでしょう。みなさんは

「あぁ、そうだな」悟るだけで答えが始まります。ひょっとして何か他のところ行って、そのような話を聞かないでい

たので、なじみがないこともあります。しかし、聖書にある最も重要な話です。聖書は私たちによく食べることができ

る方法を教えるためにある本ではないということです。霊的世界、このような問題を。もしかしたら、なにか、私のメ

ッセージは他の人たくさん聞くから、ひょっとして牧師先生が聞くときは、あれ何のことかと言いたいこともあるで

しょう。まったくちがいます。聖書で一番重要な話です。分からない、それが間違っているのです。 

ある牧師先生が質問しました。「なんでそのように、タラッパンには、用語が多いのか」このように尋ねました。この

ように答えました。「現場に行かなければ用語は必要ありません」こう言いました。そうでしょう。エジプトに行かな

ければ、エジプトの地名を知らなくて良いでしょう。荒野を通過しないならば、荒野の名前は必要ありません。しない

ことでしょう。カナンの地に行かないならば、7 部族を覚える必要もなくて、王について知る必要もない。行くのなら

ば、知らなければなりません。 

さあ、すると簡単に終わらせます。 

 

□本論 

このエリコの町が崩れることは何を話しますか 

1.過去を越える Remnant(残りの者－傷) 

最初です。みなさんを過去を越える Remnant にするのです。これを残りの者と言います。過去を越えたから。荒野に

出ていても過去を越えられなかった人は、残りの者ではありません、それは。そうでしょう。この残りの者が傷をいや

すということです。何が過去でしょうか。 

1)エジプト習慣 

イスラエル民族がのろいの文化であるエジプト習慣をそのまま持っています。 

 

2)奴隷根性 

まだ奴隷根性をそのまま持っています。 

 

3)荒野体質 

まだ荒野体質をそのまま持っています。 

それゆえ、「何もせずにエリコを回りなさい。崩すようにさせる」「契約の箱について行きなさい」さあ、いくら愚かで

も、その大きい町を契約の箱だけずっとついて回れば契約の箱を考えます、しませんか。それゆえ 10 節を見れば「口

からことばを出してはいけない。」そう言いました。「そばの人に話すな」このことです。回るだけ。それではなんでし

ょうか。祈りが出てきます。神様がそれを今、体験させるのです。分かるようにしてくださるのです。ものすごいエリ

コという前で、分からせてくださるのです。 

 

2.今日を越える Remnant(葛藤－巡礼者) 

このエリコをなぜ回れと言われますか。今日を越える Remnant です。すべての葛藤は葛藤とならない、今日を越える

のです。これを巡礼者と言います。ご存知でしょう。 

1)契約の箱(4 節) 

そして、4 節に「何も見ずに契約の箱だけついて行きなさい」一度体験してみるべきです。契約だけついて行く。 

周囲の環境に、良くない話、聞いてがまんするのではなく、関係ないことがみなさんに生活化されてしまえば、無条件

みわざが起きます。 

2)黙想(10 節) 

10 節に何と言われていますか。「口からことばを出してはならない」これは何の話でしょうか。単なる祈りではなく、

黙想ではないでしょうか。これをして回るということです。 

3)ワンネス(Oneness) 



5節を見れば、「民はみな、大声でときの声をあげると、くずれる」ワンネス(Oneness)です。Remnantがワンネス(Oneness)

になる日、エリコはくずれるでしょう。 

必ず記憶しなければなりません。残りの者。巡礼者は、葛藤―葛藤なりません。みなさんの家の問題、みなさんと何の

関係ありません。本当に家が滅びたとすれば親の責任で、みなさんの責任ではありません。そうでしょう。お父さんが

病気にかかって死んだことは、お父さん責任で、神様のみこころであって、私と関係ありません。なぜでしょうか。み

なさんは世界を生かす巡礼者の道を今、歩むのです。これを悟らせようと、そのように世界福音化とともに事件を行

われるのです、神様が。 

 

3.明日を越える Remnant(不安－征服者) 

エリコは何を意味するのでしょうか。明日を越える Remnant 運動です。どうしても不安でしょう。これを越えるので

す。これを征服者と言います。みなさん、残りの者はどんな答えがくるのでしょうか。残る者、残れる者、残す者が出

てくるでしょう。巡礼者にはどんな答えがくるでしょうか。巡礼者にです。ただ一つだけ持って行くけれどすべての

答えをみな受けるのです。さあ、ただ一つだけ見上げて祈るのに、すべての幸せ何かみな訪ねてきました。この答えが

みなさんの事実にならなければなりません。 

もう一度言います。王の前でヨセフが言ったことばです。「主が私とともにおられるので」と言いました。一つしか言

わなかったですが。そこでみんなが聞いているでしょう。ダビデは何と話したでしょう。「主は私の羊飼い。私は乏し

いことがありません。」世界征服したのではないですか。それが事実化なってしまったのです。 

この話を大人たちが聞き取れないのです。聞き取れないしかないのは、生活でいっぱいですから。みなさんが今、実力

を備えなければ、みなさんが大人になってもそうなります。みなさんが大人になって、今現在、生活が苦しいのに。何

の巡礼者の道を歩くのでしょうか。直ちにみなさんがですね。結婚して、生活が苦しいけれど。そのようになるので

す。今のがしてはいけません。今、それで重要なのです。 

どようしようもなくコロナのために、みなさんとメッセージすることになったのですが、コロナがなくなった後に、

みなさん礼拝を回復するでしょう。それでもだめなときは、これを放送にするか、伝道学の時間をなくして Remnant を

するか、すべきだと思います。なぜならば、みなさんが一番重要です。その理由、時刻表がそうです。みなさんが弱点

はなんでしょうか。一つしかありません。なんでしょうか。長く生きていないのです。みなさんの長所は、なんです

か。未来が残っています。それが短所で長所ですから。経験不足であることは、年をとっていないために、そうだとい

うことです。 

ところで、この尊いことをのがしてしまえば、このサタンが、これ(序論)だけぴったり知らないようにさせます。教会

であらゆるプログラムをすべてしながら、これ(序論)を分からなくさせます。全国、世界の牧師先生は、考えなければ

なりません。このように貴重な Remnant をとらえてとんでもないことしてはいけません。まずおもしろくするために

するのに、ではありません。レムナントは、本物を見るようにさせなくてはなりません。これが Remnant7 人が見たの

です。 

1)ヨセフ 

この約束は出エジプトの時に与えられたのではなくて、すでにヨセフに与えられたことです。そうでしょう。 

 

2)モーセ 

この約束はモーセに与えたことだということです。すでに世界福音化を、未来をすでに見て越えたのです。 

 

3)ヨシュア 

そうするうちにヨシュアに与えられたのです。 

 

□結論 

さあ、時間がないので、みなさんに結論がさらに重要です。 

1.身分祈り(神様の霊) 

みなさんは今から時間あるたびに、24 時、身分祈りを味わいなさい。これが何でしょうか。みなさんは、祈る時間ご

とに神様のものすごいこれを(序論)動かす霊を受ける時間です。身分です。 

 

2.権威祈り(伝達) 

権威祈りです。祈る時間に、みなさんが神様から受けたこの部分を伝達するのです。何によってでしょうか。祈りで伝

達するのです。ここで学業に働きが起きるのです。本当の学業は、ここで働きが起きるのです。してみてください。さ

らにすべての目を見るのですか、神様の霊が臨む、その祈りの時刻表です。そうでしょう。それが現場に伝えられるの

です。 

それで参考で、ある人は、このような祈りの時間を音楽をしながらする人もいます。そうでしょう。それは大丈夫で



す。私の考えでは、ダビデがそのようにしたのではないかと思います。ある人は、この祈りを運動しながらずっと。イ

ンマヌエル・カントという人は、正確な時間に登山しながら。大丈夫です。みなさん、これがからだが食べることです

が、正確な時間に食べ物を食べれば、病気ほとんどみなよくなるでしょう。そうでしょう。そのように軍隊に行って良

くなる理由が、朝、昼がぴったり決まっているでしょう。私たちが霊的にそのように祈るならばどうなるでしょうか。

その話です。私の場合は、どのようにするか、私は呼吸で。なぜでしょうか。思い通りにできることが、神様がくださ

った最高の贈り物が呼吸しかなくて。思い通りにすることが何もありません。そうでしょう。すべての心臓、肺、思い

通りにできません。呼吸だけは思い通りにすることができます。私のからだ、考え、心、このように影響を与えること

ができるのです。それで、私は吸う息で、聖霊の満たし。いつも。吐く息では祝福、感謝、権威、黙想します。これを

24。とても良いです。してみてください。 

Remnant は、何か今、祈りができる、祈りができることを捕らえなければなりません。みなさんは、最高のサミットへ

行く人々です。みなさんの戦いは、ただの戦いではありません。最高の霊的戦いです。これを荒野で教えておいて、い

ま最後のエリコを通過させるのです。Remnant が悟らなければなりません。「契約の箱について回りなさい」ものすご

いメッセージです。それだけを見て行きなさい、その話です。「口を絶対に開くな」重要な話でしょう。見てください。

「最後の日、民はみな、大声でときの声をあげるとき崩れる」エリコに対する約束はそれしかありません。それゆえ、

はやく気がつかなければなりません。みなさんこそが、この答えを受けて世界を生かす主役だ、その話です。祈りま

す。 

 

祈り 

すべての問題解決者であるイエス・キリストの恵みと私たちの神様の大きな愛と聖霊の働きが、まことのサミットと

してこの時代を生かすすべての Remnant の上に、今からとこしえまでいつもともにありますように。アーメン 


