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区分 聖日 1 部礼拝/ RU 主日礼拝 タイトル及び聖書 私の人生 25 時 (イザ 6:1-13) 講師 柳光洙牧師   

日/場所 2021 年 11 月 14 日/インマヌエルソウル教会 

 

イザヤ 6:1-13 

01 ウジヤ王が死んだ年に、私は、高くあげられた王座に座しておられる主を見た。そのすそは神殿に満ち、 

02 セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔をおおい、二つで両足

をおおい、二つで飛んでおり、 

03 互いに呼びかわして言っていた。「聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。その栄光は全地に満つ。」 

04 その叫ぶ者の声のために、敷居の基はゆるぎ、宮は煙で満たされた。 

05 そこで、私は言った。「ああ。私は、もうだめだ。私はくちびるの汚れた者で、くちびるの汚れた民の間に住んでい

る。しかも万軍の主である王を、この目で見たのだから。」 

06 すると、私のもとに、セラフィムのひとりが飛んで来たが、その手には、祭壇の上から火ばさみで取った燃えさか

る炭があった。 

07 彼は、私の口に触れて言った。「見よ。これがあなたのくちびるに触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなた

の罪も贖われた。」 

08 私は、「だれを遣わそう。だれが、われわれのために行くだろう」と言っておられる主の声を聞いたので、言った。

「ここに、私がおります。私を遣わしてください。」 

09 すると仰せられた。「行って、この民に言え。『聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。』 

10 この民の心を肥え鈍らせ、その耳を遠くし、その目を堅く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心

で悟らず、立ち返っていやされることのないように。」 

11 私が「主よ、いつまでですか」と言うと、主は仰せられた。「町々は荒れ果てて、住む者がなく、家々も人がいなく

なり、土地も滅んで荒れ果て、 

12 主が人を遠くに移し、国の中に捨てられた所がふえるまで。 

13 そこにはなお、十分の一が残るが、それもまた、焼き払われる。テレビンの木や樫の木が切り倒されるときのよう

に。しかし、その中に切り株がある。聖なるすえこそ、その切り株。」 

 

要約 

□序論_今週の一週間だけでもしてみなさい。体験しなさい 

1.精神の病気、心の病気、考えの病気、生活の病気、身体の病気になっている人がいる。全く落胆する必要がない。継

続しなければならないが、今週の一週間だけしてみなさい。 

2.今イスラエルが滅亡直前に置かれた。このとき、この本文が与えられた 

△あなたたちの民を遠く送って帰ってくるようにする(イザ 5 章、6:12)。みな滅びて 1/10が残っていても、それも

滅びる。しかし、切り株はなくならない。これが聖なるすえ。 

3.このとき、重要なことを見せられた。24 時を生きている私たちにそれを越えた 25 を見せられた。今週に、これを必

ず体験してみなさい。どんな答えがくるのか一度見てみなさい。 

(伝道者の告白)伝道運動 40 年したが 10 年間は、とても難しかったし、その 10 年間は私はちがうのに、答えがずっと

くるのでとまどった。今日、神様がイザヤに見せたことを見るようになった。その祈りを始めた。その後 20 年間は、

一度も揺れないでずっと答えを受けた。今週に必ず祈りなさい。 

 

□本論_イザヤに三つのことを見せられた 

1.神様がイザヤに御座の祝福を見せられた－高くあげられた王座に座しておられることと、そのすそが神殿に満ちて

いるのをイザヤが見た(イザ 6:1) 

△三位一体の神様の中にある 9 つをセッティング(setting)しなさい。 

△神様とキリスト、聖霊の霊で私に働いてください。私に最も問題になるそこに働いてください。一週間だけしてみ

なさい。 

1)創 1:27 神のかたちを植えられた。このとき、このいのちが生き返る。他の祈りは必要ない。これが一番重要(マ

タ 6:33) 

創 2:7 いのちの息を吹き込まれた。これを受け取りなさいということ。その祈りだ。 

ヨハ 20:22 息を吹きかけて聖霊を受けなさい。 

I コリ 12:13 聖霊を飲んだ。主の聖霊で私に働いてください。一日中してみなさい。 

エゼ 37:1-11 息を吹き込みなさい。みことばを預言しなさい。この祈りだ。 

2)三位一体の神様によって私を満たしてください。このとき、御座の祝福が起きる。そのときから時空を超越する



働きが起こる。このときから光が照らされる。この祈りをしたが、私の霊が生かされ始め。私にたましいが生かさ

れることが起こる。 

3)だから空前絶後の答えが来るしかない。 

△イザ 6:1 重要なのが「私が、見た」そう言われている。高くあげられた王座に座しておられる主。すそが神殿

に満ちていた。これが礼拝で、祈りだ。これを必ず回復しなければならない。これができないから信仰生活に

ならない。教会にくれば人が先に見える。神様の計画は全く見なくて人の話が聞こえる。だから難しい。この

契約を握ってしまえば、三位一体の神様が私に臨んで 9 つがセッティング(setting)される。 

 

2.三位一体の神様の臨在と 9 つがセッティング(setting)されると、これに仕える御使い(セラフィム)が見える 

1)六個の翼を持つセラフィム(イザ 6:1-4) 

△二つの翼は顔を隠して、二つの翼は足を隠して、残りの二つの翼で飛んでいて、主の栄光が現れるその賛美を!主

の栄光が地に満ちた 

△この御座の祝福が私に臨むようになれば、聖書には必ず重要なことが起こるようになっている。この重要なこと

を信じない。それゆえ、答えがない。イエス様が 40 日間、神の国のことを語られた。これを信じて祈り始めれば、

完全に時空を超越する働きが起こる。そのときからいやされ始める。私の霊がいやされてこそ、それから勉強。私

の霊が力を受けてこそ、それから仕事ができる。このとき、誰も分からない空前絶後の答えが見える。これがみな

さんが受ける祝福 

2)主の使いがモーセの前に、後に(出 14:19)!ヒゼキヤ王が祈ったとき、その日の夜に主の御使いが(Ⅱ列 19:35)!こ

れをイザヤに今見せられた 

3)セラフィムの中の一つが炭を持ってきて、イザヤの口に触れてあなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われ

たと言う(イザ 6:6-7) 

4)その後におっしゃったこと(主の御声を聞いた) ―わたしは誰を遣わそうか。私がここにいます。私を遣わしてく

ださい。残っていることはみな滅びるが、テレビンや樫の木が切られても、根は切られない。その切り株から聖な

るすえ、木が出てくる(イザ 6:8-13) 

 

3.9 つのセッティング(setting)で御座の祝福を見ると、未来に対する答えを見せてくださる(切り株) 

1)みな滅びても大丈夫だ。 

2)今、残っていることまでもみな滅びても大丈夫だ。 

3)絶対に切り株はなくならない。みなさんが持ついのちのすえは絶対になくならない。この契約をくださった 

△三位一体の神様の御座の祝福を味わいなさい。この中で 9 つがセッティング(setting)される。その後に、主の使

いを送って働かれる。神様があなたを切り株としてたてられた。これから木になり、森を成し遂げるようにされ

る。 

△RU 主日になぜこの本文なのか。私たちが世界福音化を悟ることができなければ、遠く送られる。それで悟ってし

まえば行く必要がない。RU では 25 答えが何かを教えなければならない。 

 

□結論－契約を握りなさい。私の人生 25 時を見つけるべき 

覚悟しなさい。私の家系を私が神様の力で生かす。あきらめてはならない。長くかかるかも知れない。しかし、必ずあ

なたは切り株だ。この契約を握りなさい。すべての難しい部分をすべて答えとして受けた。落胆せずに 9 つのセッテ

ィング(setting)された御座の祝福を味わいなさい。祈るこの時間に神様は天の軍勢を送られる。みなさんを切り株と

して立てて、これから未来を生かされる。この話を信じた人々がダニエル、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴ、ネ

ヘミヤ、ハガイ、ゼルバベルだ。誰が勝ったのか。証拠が出てきた。この契約をしっかりと握りなさい。 

 

 

全文打ち出し翻訳 

□序論_今週、一週間だけでもしてみなさい。体験しなさい 

ある 4 代目のクリスチャンの方がこのように話しました。「私は 4 代目の信徒なのに今、落胆して教会にも行かない」

このように話しました。「落胆しないでください」と言いました。 

 

1.精神の病気、心の病気、考えの病気、生活の病気、身体の病気の人がいる。全く落胆する必要がない。継続しなけれ

ばならないが、今週一週間だけしてみなさい。 

みなさん、一週間だけしてみてください。今週に一度必ずしてみてください。みなさんの中に精神病、心の病気、考え

の病気がある人もいるでしょう。落胆せずに、一週間だけひとまずしてみてください。それが、今日の本文の中にあり

ます。また、ある人は、何か、生活が病気になって、身体が病気になっている人もいます。全く落胆する必要がありま



せん。一週間だけしてみてください。継続しなければならないのですが、ひとまず今週だけ一度してみてください。 

 

2.今、イスラエルが滅亡直前に置かれた。このとき、この本文くださった 

今、イスラエルが完全に滅亡直前に置かれているのです。このとき、この本文(イザ 6:1-13)が与えられました。簡単

に話しました。「あなたたちの民を遠くに送って、戻ってくるようにする」12 節にそう言われました。5 章にも出てき

ました。神様が、「遠くに送るが戻ってくるようにする。そして、これがみな滅びたが、もう少し滅びる」今日、その

みことばです。簡単に話せば「慌てるな、もう少し困難がくる。10 分の 1 が残っているのに、それも崩れるようにな

る。しかし、切り株はなくならない。これが聖なるすえだ」こう言いながらで、重要なことを見せてくださいました。 

 

3.このとき重要なことを見せられた。24 時を生きている私たちに、それを越えた 25 を見せられた。今週に、これを必

ず体験してみなさい。どんな答えがくるのか一度見なさい。 

みなさんがそれを見なければならないのです。24 時を生きている私たちに、それを越えて、本当に 25 を見せてくださ

るのです。今週には、必ず体験してみるように願います。どんな答えがくるのか一度見てください。全く落胆する必要

がありません。人の話を聞かず、落胆せずに本当にしてみてください。 

私はこの部分を体験しました。伝道運動を 40 年しましたが、およそ 10 年間は、とても難しかったです。その間に、

およそ 10 年間には、とまどっていました。何をとまどったかというと、私はちがうのですが、答えがずっとくるので

す、それがまた、とまどうことです。 

後ほど知るようになりました。今日、神様がイザヤに見せられたことを私が見るようになったのです。その祈りを始

めたのです。その後、20 年間は、一度も揺れることがなく、ずっと答えを受けました。数多くの攻撃を受けましたが、

何の異常もありません。神様は今まで導いてくださいました。私はものすごく攻撃を受けて、国内外で世界的に攻撃

を受けました。ところが、その人々はみな死んだのですが、神様は今まで導いてくださいました。いったい何を見たと

いうことでしょうか。これを今週、必ず祈ってください。 

 

□本論_イザヤに三つのことを見せられた 

三つのことを見せられたのです。 

 

1.神様がイザヤに御座の祝福を見せられた-高い御座に主が座っておられることと、そのすそが神殿に満ちていたのを

イザヤが見た(イザ 6:1) 

1 つ目です。神様がイザヤに御座の祝福を見せてくださいました。 

今日、見ると高くあげられた王座に座しておられる主と言われています。これをイザヤが見たのです。答えから出し

ます。三位一体の神様の中にある 9 つをセッティング(setting)しなさい。この 9 つを、複雑ではないでしょう。今週

に祈ってみてください。 

1)創 1:27、創 2:7、創 2:1-18、ヨハ 20:22、I コリ 12:13、エゼ 37:1-11 

神様とキリスト、聖霊の霊で私に働いてください。私が最も問題になる、そこに働いてください。一週間だけしてみて

ください。 

創 1:27 

創世記 1 章 27 節に、神様が私たちに、動物と違って神のかたちを植えられました。そのいのちが生かされるのです。

必ず記憶しなければなりません。他の祈りをする必要はありません。それが一番重要です。「何かください」と言う必

要がないのです。みなさんが準備されれば、神様がみなくださいます。私たちはずっと間違って祈っています、イエス

ご自身が直接おっしゃいました。「こういうものをください。ああいうことをくださいと、異邦人がするように祈らな

いように。神様がみなご存じだ。あなたがたは、まず神の国とその義とを求めなさい。そうすれば、すべてのことが、

加えて与えられます」その祈りを言います。みなさん、一週間だけしてみてください。 

創 2:7 

創世記 2 章 7 節に「神様が私たちの鼻にいのちの息を吹き込まれた」と言われています。それは何の話でしょうか。

それを受け取りなさいということです。その祈りです。一週間だけしてみてください。どんなことが起きるのでしょ

うか。 

ヨハ 20:22 

また、聖書を見てください。ヨハネ 20 章 22節に、イエス様が息を吹きかけて言われました。「聖霊を受けなさい」そ

れはなんでしょうか。「主の聖霊によって私に働いてください」ただ、時間があれば一日中してみてくださいというこ

とです。 

I コリ 12:13 

I コリント 12章 13 節に、「一つの御霊を飲む者とされた」どれくらい具体的な祈りでしょうか。 

エゼ 37:1-11 



エゼキエル 37 章 1 節から 11 節に、「息を吹き込みなさい。みことばを預言しなさい」と言われました。この祈りです、

みなさん。 

私が以前に話したのでしょう。私が最も衝撃を受けた部分です。悪いことで衝撃を受けたのではありません。精神疾

患者が、ずっと私を訪ねてくるのです。ところで、この精神疾患者が二つのことができるのです。神様を信じていま

す。それでは良いでしょう。そして私が「何かをしなさい」こう言うと、そのことばに従います。そこで、本当にこの、

とても訪ねて来るから私も大変でしょう、時間が合わないから。全部、覚えなければならない聖書個所を書きました。

「私のところに来るのではなく、難しいときにこれを覚えなさい」この人は高校生の時から精神を患っていた人です。

病院も何度か行きました。 

私は、後に知りました。神様のみことばと主の聖霊が働かれたのですが、完全にいやされてしまったのです。私が衝撃

を受けました。「いや、こういうことがあるのだな」私はそのようなことが初めてだったのです。いや、私が何か祈っ

たのでもなくて、神様のみことばを書いたのですが、この子がそのみことばをずっと読んで覚えて祈ったのです。今

日、みなさんが契約をしっかりと握って行かなければなりません。3 団体が高級に悪霊に憑依させて、今、世界を乱れ

させているでしょう。神様は、私たちにとても重要なことを与えてくださったのではないですか。ところが、私たちは

それを受けないのです。みなさん、その祈りをしないのです。イエス様が他のことではなく「ただ聖霊があなたがたの

上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにま

で、わたしの証人となります」一週間だけしてみてください。 

ところで、この学生が、完全に治ったのですが、私がどんな衝撃を受けたかというと、「あぁ、私が実際は神様のみこ

とばを信じなかったのだな」いや、シャーマンは悪霊の働きを信じるでしょう。私は聖霊の働きを信じない、シャーマ

ンより劣る伝道師だと。私がそのとき、伝道師のとき、副教役者の時です。そのときから、その子がいやされるのを見

て、確信しました。 

2)三位一体の神様によって私を満たしてください。このとき、御座の祝福が起こる。そのときから、時空を超越する働

きが起こる。このときから光が放たれる。このように祈ったが、私の霊が生かされ始め。私のたましいが生かされるこ

とが起こる。 

そのときから祈り始めたのです。他の祈りは必要ありません。イエス様が他の祈りを教えてくださったことはありま

せん。「ただ三位一体の神様によって私を満たしてください」このとき、御座の祝福が臨みます。そのときから時空を

超越する働きが起こります。このときから、光が照らされます。そのように祈ったのですが、私の霊が生かされ始めま

す。その祈りを継続したら、私のたましいが生かされることが起こります。 

3)空前絶後の答えが来るしかない。 

ですから、空前絶後の答えが来るしかないでしょう。してみてください。一週間だけしてみてください。なぜか、来週

また、礼拝をささげなければならないから、今週だけしてみてください。みなさんが、うつ病で精神的に苦労するこ

と、誰も治すことができません。ただ聖霊によって。多くの医者と薬はみなさんに助けになるだけであって、根本解決

ではありません。ただ主の聖霊によって。この祈りを始めてくださいということです。 

今日、見ると「高くあげられた王座に座しておられる」と 1 節に記録されています。重要なことは「私が見た」そう言

われています。6 章 1 節です、「私は、見た」そう言われています。「高くあげられた王座に座しておられる」さらに重

要なことはなんでしょうか。「すそは神殿に満ち」これが礼拝で、祈りです。「すそは神殿に満ち」 

今、神様のみことばですが、この神様を信じない人が聞けば、虚像のような話だと聞こえるでしょう。私は、これが事

実だと感じられました。私は昔に答えを受けられませんでした。私も母胎信仰です。幼い時から信仰生活していまし

た。全く答えを受けられませんでした。それでも慰められて生きたことは、顔色を見たら、大人たちがほとんど答え受

けられません。それで慰められて生きていました。信徒は、どうも私は特技が一つしかなくて、雰囲気を察することが

できます。信徒を見ると、答え受けられていません。私も受けなかったのです。 

ある日、三位一体の神様の 9 つのセッティング(setting)が私に臨んだのです。私は理解できます。「すそは神殿に満

ち」そうです。今日、この恵みを受けて一週間だけしてみてください。 

するとき、少し助けになることとして、私は朝、夕方運動もするのですが、いつも、このように安らかに呼吸をして健

康維持します。大人たちは必ずしなければなりません。そのとき、私に、聖霊が臨むように祈って。また、私が息を吐

くときは、神様の聖霊が伝えられるように。どれくらい簡単でしょうか。 

この祈りを朝に目が覚めると始めます。とても良いです。今朝五時に目が覚めたのですが、そのときからこの祈りを

始めました。大丈夫です。睡眠は三時に寝たのですが、五時に目が覚めました。何の関係もありません、祈りを継続し

ました。今日はすでに講義を二つと、面談をして、今、三つ目のメッセージをしています。ただその祈りの中で。始め

てください。みなさんが人に会えば難しいこともあるでしょう。ただその祈りの中で。 

「高くあげられた王座に座しておられる主を見た。そのすそは神殿に満ち」これ必ず回復しなければなりません。で

は、これができないからです、信仰生活にならないでしょう。それでは、言うまでもありません。教会にくれば、人が

先に見えます。当然、人が見えるでしょう。神様の計画は全く見なくて、人の話が聞こえます。人の話はみな正しいの

ですが、間違っています。そうでありませんか。このように難しいのです。みなさんがこの契約を握ってしまえば、三



位一体の神様が私に臨めば、9 つのことがセッティング(setting)されるということです。これをイザヤが見たのです。 

 

2.三位一体の神様の臨在と 9 つがセッティング(setting)されると、これに仕える御使い(セラフィム)が見える 

二つ目です。このときから、本当にさらに重要なことが起こります。 

三位一体の神様の臨在と 9 つのセッティング(setting)でぴったりされてから、これに仕える御使いが見え始めたので

す。そうでしょう。 

1)六つの翼を持つセラフィム(イザ 6:1-4) 

今日 2 節にセラフィムが出てきました、セラフィム。翼が六つあるということです。「二つの翼は顔をおおい、二つの

翼は足をおおい、二つの翼で飛んでいた」となっています。さあ、これが何でしょうか。みなさん、顔をおおって、足

をおおったらどうなりますか。すべておおったのです。その当時には、顔を見れば、誰かみな分かるのではないです

か。履き物を見れば身分が分かります。顔をおおって、履き物をおおったので、すべて隠したのです。それとともに二

つの翼でずっと飛びながら、主の栄光が現れる、その賛美をしていました。「その栄光は全地に満つ」このように記録

されています。みなさん、この御座の祝福が私に臨むようになれば、聖書は必ず重要なことが起こることになってい

ます。 

私たちは今、重要なことだけ信じません。それゆえ、答えがないのです。神様がくださった最も重要なことだけ抜いて

しまい、最も重要でないことだけ信じます。私はそれが一番残念です。信徒が重要なことを信じません。 

私は見ました。私は 6 か所の教会を経て、7 つ目の教会がヨンドのインマヌエル教会です。私は多くの信徒が話すこ

と、悩みを聞いてみました。また、牧師たちの多くの話と悩みを聞いてみました。驚くことです。重要なことは絶対に

信じません。大変なことになりました。みなさん簡単です。重要でないことだけ信じています。人の話を信じます。間

違っていることですが、他人の話を信じて聞きます、嘘なのに。御座の力であなたとともにいる。これを信じません。

すると、聖書が嘘ですか。「イエス様が 40 日間、神の国のことを説明した」そう言われています、そうでしょう。これ

を信じなければなりません。これを信じて祈り始めれば、完全に時空を超越する働きが起こります。そのときから、み

なさんがいやされ始めます。私の霊がいやされなければならないのではないでしょうか。それから、勉強するのです。

私の霊が力を受けなければならないのではないでしょうか。それから仕事をするのです。このとき、誰も知らない空

前絶後の答えが見えます。これが、みなさんが受ける祝福です。信じないのです。 

2)主の使いがモーセの前に、後に(出 14:19)!ヒゼキヤ王が祈ったとき、昨夜に主の使いが(Ⅱ列 19:35)!これをイザヤ

に今、見せられた。 

すると二つ目のことは当然、信じないでしょう二つ目のこと、当然ついてくることです。「主の使いがモーセの前に、

主の使いがモーセの後に」これを今イザヤに見せられたのです。信じられないことではないです。私はこれを信じら

れます。多くの人々が悪い霊に苦しめられて死んでいます。なぜ聖霊の働きは信じないのか、そのことです。今週だけ

祈ってみてください。継続しなければならないのですが、してみてください。してみて、どんな証拠がくるのかしてみ

てください。何の心配もせずに、その祈りだけしてみてくださいということです。他の祈りは必要ありません。本当に

悪い人々をどうしますか。神様が砕かれます。本当に私を難しくする人、どのようにしますか。神様が止められます。

心配する必要がありません。それゆえ、聖書を詳しく見てくださいというのです。ヒゼキヤ王が祈ったとき、昨夜、主

の使いが、そう書いてあるでしょう。聖書にぎっしりあります。 

3)セラフィムの中の一つが炭を持ってきてイザヤの口に触れ、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。

(イザ 6:6-7) 

この御使いが来て、炭を持ってイザヤの口を焼いたのです。それとともに何と言いましたか。「あなたの不義は取り去

られ、あなたの罪も贖われた。」そうしながらです。 

4)その後に言われたこと(主の御声を聞いた) －イザ 6:8-13 

「だれを遣わそう」尋ねられたではないですか。そのときイザヤが「私を遣わしてください。」そうしたら、その後に

何と言われましたか。これは怖がらせるのではありません。「残っていること、みな滅びるようになる。十分の一が残

っている、それも滅びることになる」イザヤにそのように言われました。これを間違って聞くと失望を与える話です

が、よく聞いてください。そうではありません。テレビンの木や樫の木が切り倒されても、根は切られないということ

です。切り株から、すえから、木が出てくることになる。その切り株がこの地に聖なるすえだ。今日、Remnant 礼拝と

2 部のときにずっと見ます。神様がそれだけ見せられたのではないでしょう。 

 

3.9 つのセッティング(setting)で御座の祝福を見ると、未来に対する答えが与えられる(切り株) 

三つ目です。九つのセッティング(setting)で御座の祝福を見ると、ただ未来を生かす答えを与えられました。 

1)みな滅びても大丈夫だ 

「みな滅びても大丈夫だ」 

2)今、残ったことまでもみな崩れても大丈夫だ 

「いや今残ったことまでも崩れても大丈夫だ」 



3)絶対に切り株はなくならないみなさんが持っているいのちの種は絶対になくならない。この契約をくださった 

「絶対に切り株はなくならない」みなさんが持ついのちの種は、絶対になくならない。この契約を神様がくださった

のです。 

 

神様がみなさんに、何でしょうか。御座の祝福を味わいなさい。終わるのです。三位一体の神様の、御座の祝福を味わ

いなさい。その中には 9 つのことが入っているということです。その後になんでしょうか。神様が主の使いと御使い

を送って、働かれます。信じないということです。牧師が信じません。ですから、牧会が難しいのです。重職者が信じ

ないのです。御座の祝福を与える。信じない。三位一体の神様で満たされれば、あなたに 9つのセッティング(setting)

がされる、信じません。それゆえ、ずっと難しいのです。 

みなさん、落胆しないでください。必ず働きが起こるようになっています。霊的に難しい人、精神的に難しい人、落胆

しないでください。我が家にはうつ病患者が多くて、精神病者が多いです。落胆しないでください。なぜでしょうか。

ただ三位一体の神様の力によってだけ可能なので。ただ御座の祝福と 9 つのセッティング(setting)によって可能なの

で。ですから、この仕える御使いを遣わす。そのサインを与えたのが二つ目です。 

最後がなんでしょうか。あなたは切り株だ。神様があなたを切り株として立てられました。これから木になり、森を成

し遂げるように、あなたにいのちを与えた。切り株として呼んだ。契約を堅く握らなければなりません。 

 

RU 主日 

なぜ今日、RU 主日なのに、この本文をくださったのでしょうか。私たちが世界福音化を悟れないなら、遠く送って連

れて戻るということです。それゆえ、悟ってしまえば、行く必要がありません。ですから、アメリカを選択したので

す。誰も関心がないですが、ものすごく多くのお金を投資してアメリカに RU を建てるのです。これからもするでしょ

う。今、探しているのですが、完全に大学らしい建物を見つけなさい。そこで 25 の答えが何かを教えなければなりま

せん。 

 

□結論-契約を握りなさい。私の人生 25 時を見つけるべき 

今日、みなさん、契約をしっかり握ってください。私の人生 25 時を見つけなければなりません。覚悟するように願い

ます。私の家系を私が神様の力で生かす。あきらめないでください。ちょっと長くかかるかもしれません。その話をす

るのです。長くかかるかもしれない。なぜでしょうか。これが滅びるだろう、残ったことまた滅びるのです。長くかか

ることがあります。しかし、必ずあなたは切り株だ、その話です。この契約を握らなければなりません。 

私はすべての難しい部分を見ながらで、全部答えとして受けました。私たちの家系には、病気が多かったのです。幼い

とき、私が見ました。「私はそれに勝つことができる」病気をしても大丈夫ですが「神様の福音を伝えなければならな

いので勝つことができる」なぜか、そのように、行くところごとに、大人たちが貧しかったのです。「私は神様の力で

世界福音化しなければならないので、物質のために苦難に会わない」そうです。心配しないでください。教会が復興で

きなくて、伝道ができない。嘘でしょう。「神様、私は神様のみことばで教会を生かして、伝道運動します」覚悟した

のです。こうしておいて、教会に行ったところ、最初の私の母教会であった教会、毎日争う教会です。私は祈りまし

た。「神様、私は生きる日の間、一度も戦わないようにしてください」なぜ教会に行って、そのように戦って、敵のよ

うに、そのように悪魔のお手伝いをするのかということです。 

そうしておいて、二番目の教会に行ったところ、とても人間中心主義です。同じく祈りました。「神様、私は生きてい

る間、絶対に人間中心主義をしませんように」どれくらい簡単でしょうか。 

また、ある教会に行ったところ、牧師がとても教会信徒を困らせます。そのような教会もあったのです。私はそれを見

て祈りました。「神様、私はただ一回も信徒を困らせないようにさせてください」 

その次の教会に行ったところ、長老が大騒ぎして。「神様、私は生きる間に、一生、教会の主人にならず、神様が主人

になるように祈ります」 

こうしておいて、最後に副教役者として行ったそこは、そこはまた狂っていて、そこはさらに戦っていました。 

なぜ教会が戦うのですか。私は、簡単です、その答えは。聖霊に満たされて、そうではありません。そうでしょう。こ

の祝福を分からないから、この三つの祝福が分からないからです。これがなにか、人間的なもので満たされるしかな

いのです。そうして、出てくることはいらいらするしかなくて。だめでしょう。大変なのです。当然できません。今

日、みなさん落胆せずに、9 つをセッティング(setting)された御座の祝福を味わってください。今日、祈るこの時間

に、神様はみなさんに天の軍勢を遣わされるでしょう。確実です。落胆しないでください。みなさんを切り株としてた

てて、これから未来を生かされます。 

この話を、信じた人々が出てきました。誰でしょうか。これは前に出てきたことで。この話を信じた人々が出てきまし

た、誰ですか。ダニエルです。捕虜に行くやいなや心を定めました。シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴです。エス

テルです。ネヘミヤです。ハガイです。ゼルバベルです。信じました。誰が勝ちましたか。証拠が出てきたのではない

ですか。 



今日、この契約をみなさんがしっかりと握ってください。だまされないでください。人々の話、うそを聞かないでくだ

さい。神様は三位一体の神様で、目に見えないようにみなさんとともにおられます。それだけ祈ってください。する

と、御座の祝福 9 つがセッティング(setting)されるということです。私に。そうなれば、神様が主の御使いを送って、

目に見えないように作業をされるのです。どんな場合も、みなさんは切り株として神様が用いられるはずです。一週

間だけ祈ってみてください。答えがいつ来るかチェックしてみてください。今日、勝利する日になることを主イエス

の御名で祝福します。お祈りします。 

 

祈り 

神様に感謝します。神様のみことばを信じますように。人の話、悪霊の話、間違った話を聞かないように、霊的な目を

開いてください。私の人生 25 時を見つける貴重な日になりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りしま

す。アーメン。 


