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20190802 世界レムナント大会メッセージ 第 3 講 

 

契約の旅程（CVDIP）24(勝利)、25(リーダー)、永遠（指導者） 

 

▶序論 

 

▶これから皆さんは、現場の方に向かっていきます。必ず持って行かなければならないことはなんでし

ょうか。長老の方々は、皆さんを育てるためにいろいろなことをされました。その中の一つが OMC です。

多くの人物を育てています。その中である長老の方々が作り出したことがあります。検査をして、私が

いつ頃、どこが病気になるのか、この研究をしました。おそらく今後、世界の病院に変化が現れると思

います。これは病院の診察によって分かるのではなく、いつ頃になると、どこらへんが痛くなるとか、

どういう病気にかかるとかが予め分かるようになるので、それを知った上で備えていくことができる、

そのような研究をされたのです。私はそれらを研究された長老の方々と、これからやっていきたい部分

があります。時代ごとにあったいままで治すことができなかった精神病、これをどのように治すことが

できるのか。また、より恐ろしいたましいの病気はどのように治すことができるのか。とても重要な祈

りの課題です。 

 

▶この部分が分かりませんと、世の中の枠を変えることができません。なぜならこの病気、このような

精神病を与えた張本人がサタンだからです。「サタンの 12 の戦略」をもって世の中を掌握しました。サ

タンの戦略、この 12 個の世の中の枠を壊すのは、神様のみことばのほかにありません。そして、神の

契約であるみことばは、黙っているものではなく、生きて働くものです。だから私たちは、これを「契

約の旅程」とします。これを指して「CVDIP」と言っています。 

 

▶ヨセフを殺そうとほら穴に入れたり、刑務所の中に入れたりしました。でも死にませんでした。皆さ

んご存知のように、ダビデを殺そうと多くの軍人が動員されましたが、結局は殺せませんでした。捕虜

になった時も殺すことはできませんでした。初代教会をすべて滅亡させようとしたが、絶対に消すこと

はできませんでした。 

①24 時（勝利） - そこで、レムナントの皆さんは、重要なことを持っていただきたいと思います。契

約の旅程 24 時の中に入ってください。そうすると、必ず勝利します。どのような場合でも、ヨセフは、

主を見つめていく力がありました。5 回も 6 回も死にそうになりましたが、主を見上げる力がありまし

た。それがダビデです。これが第 1 講義目の内容でした。 

②25 時（リーダー） - これから皆さんが進む道に、もうまもなくその答えが現れると思います。それ

は神の国です。必ず臨まれます。これを握ってこそリーダーになれます。皆さんは、心配しなくても結

構です。皆さんが行くところに神の国が臨まれますと、未信者はついてきます。こちらにいらっしゃる

長老の皆さんがこの祝福を得ることによって、世の中が従ってくるようになります。どんなに私たちを

迫害したとしても、神の契約を握って進むなら、24 時、25 時になるなら、すべてはついてくるように

なります。レムナントがどんなに弱くても、この 24 時、25 時の中に入るならば、世の中が皆さんに従

ってくるようになります。 

③永遠（指導者） - 今日、残り、ラスト 1 講義となりました。この永遠の中に入りましょう。永遠の

中に入ることで指導者になれます。 

 

▶もちろんすべての方々が重要だと思いますが、特にアメリカのトランプ大統領、日本の安倍首相、韓

国のムン・ジェイン大統領、このような方々は私たちと関係があり、非常に重要な方だと思います。こ

の 3 名の方には、共通点が一つあります。それは少し惜しい部分です。それで私は祈っています。この

3 名の方々の共通点は、指導者の部分が弱いところです。ただのボスみたいな感じです。指導者は、ボ

スとは異なります。世界に危機が訪れたときごとにレムナントが起こされ、この指導者の役割を果たし

ました。だから、皆さんは、24 時（勝利）、25 時（リーダー）、永遠（指導者）の 3 つの言葉だけ握っ

てください。なんの力もないヨセフもこのように進むことができたのです。すべてを失ってしまったモ

ーセが、24 時、25 時、永遠として指導者にまで行きます。なんの背景もなかったサムエル、ダビデも

指導者の道まで契約の旅程を進むことができました。捕虜になったダニエルとエステルも、結局は指導

者の方へと進んだのです。 
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▶皆さんもこの契約を握っていただきたいと思います。どうしてなのでしょうか。 

 

1）生涯 

▶神様は、皆さんの一生涯のものを備えてくださったからです。 

 

2）未来 

▶神様は、皆さんの未来も備えてくださいました。 

 

3）世界福音化 

▶神様は、世界福音化を備えてくださいました。 

 

▶本論 – 永遠 

そして、今日ラストの時間、24 時、25 時を握るべきなのですが、神様が備えられた永遠なことを握ら

なければなりません。どうして永遠なのでしょうか。ヨセフの答えは、いまも起きているからです。ダ

ビデが受けた答えは、いまも起きているからです。初代教会、パウロが受けた答えは、いまも起きてい

ます。皆さんもこの答えを受けてください。 

1.永遠なものを持った者→１つ目です。神様は、誰に世界を任せるのでしょうか。それは永遠なものを

持っている者。 

2.永遠なものを残す者→永遠なものを残す者。 

3.永遠の未来 - 次世代→永遠の未来を次世代に伝える者。 

このような人々を神様は用いてくださいました。 

 

▶こちらにいらっしゃる牧師先生の皆さんは、この祝福を必ず受けていただきたいと思います。また、

長老や重職者の皆さんも必ずこの祝福を得ていただきたいと思います。特にレムナントの皆さんは、こ

の祝福の主役になっていただきたいと思います。 

 

1. 永遠なもの 

 

1）内容 – 使徒 1：1、3、8（三位一体の神の奥義）→ 62 

▶では、永遠なものの内容です。私たちは永遠なものを持っています。その内容とはなんでしょうか。 

①サタンが与える世の中の 12 個の問題は、絶対、他では解決できません。誰もサタンに打ち勝てませ

ん。誰も災いを止めることはできません。いま地球上に残っているものがあるとしたら、それは災いし

かありません。誰も止められません。誰も地獄の背景を止めることができません。その止めるものを指

して、キリスト、神の国、ただ聖霊と言います。こちらには、三位一体の神様の奥義が入っています。

これが、私たちが持っている永遠なものの内容です。 

②そこでレムナントは、いまから世の中を生かす天命を持っていただきたいと思います。そうすると、

召命、使命がついてきます。福音を持っている者のみが、これらの働きができます。その証拠もありま

す。いま、アメリカとヨーロッパは深刻です。福音を持っている者のみが、それらを解決することがで

きます。韓国、日本には、精神病者が急増しています。いかがでしょうか。大統領は止めることができ

ません。トランプ大統領が止められません。安倍首相が止められません。ただ福音だけが止めることが

できます。 

③そのときに来る答えです。当然、必然、絶対です。 

④これから皆さんは、どこにいようと、この契約だけを握ってください。一心、全心、持続。 

⑤どんなことがあっても絶対に揺れてはいけません。ただ、唯一性、再創造。 

⑥たった一度の失敗があったとしても恐れてはなりません。 24 時、25 時、永遠だからです。これで十

分だと思います。 

⑦このときから、祈りが成り立つようになります。 

⑧このときから、神様が造られた私、私のもの、私の現場が見えてきます。 

⑨このときから、世の中を変える流れが見えてきます。 

⑩このときから、伝道がなにであるかを理解するようになります。このときから、宣教がなにであるか

を理解できるようになります。 
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▶62 です。この 62 は永遠な内容です。失敗したとしても失敗ではありません。レムナントの皆さんは、

必ず記憶してください。いま私が少しだけお話しましたが、全部 62 個の内容です。これでおしまいで

す。 

 

2）時刻表（ローマ 16：25-27） 

▶永遠なものを持っている者の時刻表をお話します。ローマ 16：25-27 です。必ず記憶してください。

皆さんの過去は祝福となる永遠な過去です。確実にしていかなければなりません。そして、皆さんの今

日というのは、永遠な今日です。皆さんが契約を握った未来は、永遠な未来です。これが時刻表です。

体質的に心配性の人がいますが、心配しない方が良いと思います。 

 

3）背景 

▶永遠なものを持っています。それは背景です。皆さんの背景です。 

（1）ピリピ 3：20 – ピリピ 3:20 です。皆さんの背景は、地獄ではなく天国です。 

（2）神の国 - だから、皆さんがどのような祝福を持っているかというと、行く所々で神の国が臨まれ

るようになっています。これはとてつもなく大いなる祝福です。 

（3）権威 - 行く所々で権威が現れます。問題が来た時も、病気になった時も関係ありません。永遠な

ものです。 

 

▶これを持っている者は、世の中を変えることができます。私たちのレムナント運動は、世の中を変え

るものです。皆さんの教会は、世の中を変えることになります。この伝道運動は、世の中を変えます。

私たち重職者の産業は、世の中を変えます。レムナントの学業は、世の中を変えます。確実にそうです。

決して傲慢になってはいけません。なぜなら、この運動を継続されるからです。たった一人たりとも、

「この運動は私がやりました」と考えてはいけません。柳光洙牧師がやったと絶対に考えてはいけませ

ん。この福音運動は、永遠な運動であり、神様が直接なさることです。ここに私たちは用いられるとい

うことです。 

 

2.永遠なものを残す者 

 

▶なにを残すべきなのでしょうか。 

 

1）永遠の契約 

▶Covenant とはなんでしょうか。永遠な契約を残していくことです。 

 

2）永遠の Vision 

▶Vision はなにか。永遠な Vision を残すことです。用いられるしかありません。 

 

3）永遠の Dream 

▶Dream はなにか。永遠な夢を残すということです。 

 

4）永遠の実現 

▶私たちの生活と未来はなんでしょうか。永遠な実現を残すことです。だから、みことばについていか

なければなりません。 

 

5）永遠の作品 

▶私たちの目標はなんでしょうか。永遠な作品を残すということです。 

 

▶皆さん、レムナント 7 人は誰だか分かりますか。永遠な内容を持っていて、永遠なものを残していた

人たちです。世の中を変えていくこの力を神様が注いでくださると思います。必ず記憶していかなけれ

ばなりません。 

 

3.永遠の未来を次世代に伝える者 
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▶さらに重要なことは、永遠の未来と次世代です。 

 

1）足跡 

▶皆さんのすべての事柄は、永遠な未来に向かっていく足跡になります。私たちの次の世代をいまも育

てている長老、勧士、按手執事の皆さんに感謝します。皆さんの足跡は永遠です。 

 

2）道 

▶なにを準備すればよいのでしょうか。単純に足跡だけが残されていくわけではありません。道を開く

ということです。これは単純な道ではありません。 

 

3）大路 

▶世界と未来に向けた大路を開いていくのです。この祝福をレムナントが持って行くと思います。どう

して死を恐れることはなかったのでしょうか。永遠なものを持っていたからです。どうして死んでも構

わなかったのでしょうか。ステパノのように永遠なものを残したからです。福音と伝道運動は、永遠の

ものを残すことであるために、たとえ死んだとしても構いません。私のすべてをささげたとしても大丈

夫です。 

 

▶結論 

 

▶これからレムナントの皆さんは始めてください。 

 

1）学業、産業 

▶なにを始めればよいのでしょうか。いまからレムナントは、実力を備えるべきです。どの大学に行く

のかということよりも重要なのが、どのように勉強するのかということがもっと重要です。どの大学で

勉強をしたのかということよりも重要なのは、なにを研究したのかということが重要です。皆さんの学

業と重職者の産業。これから行っていただきたいと思います。 

（1）ただ（All in） - 常にただというものを見つけることです。 

（2）唯一性（All out） - そうすると、答えは与えられるのですが、唯一性の答えとして現れます。

誰も皆さんを止めることのできない答えが現れます。 

（3）再創造（All change） - 再創造の答えが現れます。ダビデは石を投げただけなのに、ただ、唯一

性、再創造の答えを受けました。 

 

▶これを指して①All in とします。②レムナントに唯一性の答えが与えられます。それを All out とし

ます。間違いなくこうなります。そして、③再創造の力が現れるでしょう。そうすると、All change に

なります。お分かりでしょうか。私たち長老の皆さんが受ける答えです。なぜなら世界福音化しなけれ

ばならないからです。私たちレムナントが受ける答えです。どうしてなのでしょうか。世の中を生かさ

なければならないからです。どんなに優れた指導者が現れたとしても、霊的な病気を治すことはできま

せん。精神病を治すこともできません。災いを止めることもできません。サタンの戦略に打ち勝つこと

もできません。地獄の背景を止めることもできません。ただ福音でなければなりません！ 

 

▶勉強もこのようにしていただきたいと思います。All in してください。ただというものが出てくるま

で。そうすると、掃除をするとしてもこのようにすればよいのです。未来の心配は一切必要ありません。

どんなに皆さんに力がないとしても、掃除をする能力はあるでしょう。ヨセフは掃除をこのようにやり

ました。シュワブという信仰の人は、このように掃除をしました。もし私が難しいことになったらどう

するのか。私がもし泥沼に落ちたとしたらどうなるのか。ヨセフのようになります。もしも私にはなん

の背景もありませんという方がいらっしゃるならば、モーセのようになります。皆さんが、もしも教会

問題にぶつかっているとしたら、サムエルのようになります。皆さんが社会問題や現場でいま問題があ

るとしたら、ダビデのようになります。皆さんがいま偶像国家にいるなら、エリシャのようになります。

もしも皆さんが捕虜になるとしたら、ダニエルのように、またエステルのようになるでしょう。皆さん

が迫害を受けるならば、パウロのようになります。 

 

2）モデル 
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▶恐れてはなりません。とにかく勉強は、ただ、唯一性、再創造の形でやってください。成功します。

大学で単位を取ることも重要かもしれませんが、まずはただ、唯一性、再創造を見つけることです。少

し恥ずかしいのですが、おあかしをするとしたら、私は神学校でただ、唯一性、再創造を見つけました。

これを発見した途端、すべては終わったと思いました。レムナントの皆さんもそう覚えてください。た

とえ皆さんが学歴を積んだとしても、この 3 つの内容がなければ生きることが大変です。学歴が高いと

してもお金がありません。食事ができないのです。たとえ勉強が一つもできなかったとしても、この 3

つを見つけたとするならば、皆さんは勝利します。なぜでしょうか。それは私たちの背景が、キリスト、

神の国、ただ聖霊であるからです。私たちのライフスタイルは、すべてただ、唯一性、再創造であるべ

きです。皆さんの使命と責任は、All in、All out、All change です。ここのモデルにならなければな

りません。いま 2 万人を超える人数が集まっていますが、特別な説明をしなくてもこの内容をよく理解

している、それくらいの皆さんのレベルです。 

 

3）祈り 

▶いま握っていきましょう。祈りはなにかということを握っていただきたいと思います。祈りは、私の

脳を生かすことです。祈りはなにか。聖霊か、それとも悪霊かです。祈りはなにか。私のたましいと精

神を生かすものです。祈りはなにか。御座の力を引っ張ってくることです。祈りはなにか。暗やみの権

威を完全に打ち壊すことです。祈りはなにか。全世界を旅行することです。祈りはなにか。天の御使い

を動員させることです。祈りです。いまこのメッセージを祈りながら聞いていらっしゃるならば勝利し

ている方です。そして、勝利されると思います。祈りながら子どもたちの行動を見ていきますと、いろ

いろな祈りの課題が見えてきます。でも、祈らずに見ると、あれはなに？となってしまいます。あれを

どうしてやるの？と見えてしまいます。祈りながら新聞を見ると、たくさんの答えが見えてきます。も

しもいま皆さんが祈りながら見ているとしたら、この場所、いまここが 24 時です。そして、外に出た

途端、25 時が見えてくるはずです。それで終わりです。皆さんの学業は、そこから再創造を成し遂げて

いきます。永遠です。 

 

▶まことの幸せ、まことの力 

まことの幸せ、まことの力、この 2 つが出てくるはずです。主は私の羊飼い。私はなにも乏しくありま

せん。ダビデの告白です。主が私とともにおられるため、私はここまで来ました。ヨセフの告白です。

ほかのものはいりません。私に霊の 2 つの分け前を与えてください。エリシャの祈りです。すでに世の

中のものすべてを得てきました。しかし、私にあるものはすべてちりあくたです。私がいま走り続ける

のは、上から与えられる報いのために走ると言いました。誰の告白ですか。パウロの告白です。私は火

の中にも入ることができます。死の中にも入ることができます。水中でも行くことができます。なぜな

ら主が私とともにおられるからです。本当に久しぶりに牧師婦人らしい牧師婦人が出てきたのですが、

その方がアン・イスクという牧師婦人でした。一度死ぬ人生だから死ぬことは恐れない。牧師らしい牧

師が出てきました。その牧師は韓国を生かしました。チュ・ギチョル牧師です。いまもその方の歌は世

界を動かしています。クロスビーの賛美です。どのように言われたでしょうか。「神様、昔は、私は目

が見えないから見えるようにと祈りました。でも、いまは違います。いまの願いは、見えなくて結構、

見ないことです。なぜなら主が私を導いてくださっているからです」そうです。いま体にハンディを持

っている方は、それをハンディキャップだと思ってはいけません。実は、まったく普通に見える人たち

も障害を持っているのです。皆さん頑張ってください。24 時、やってください。そうすると、25 時が

見えるようになります。永遠な世界を伝達される方になるでしょう。長生きすることは重要ではありま

せん。私たちはこの 3 つの内容を持つことです。 

 

▶レムナントの皆さんは、いまメッセージを理解しています。すばらしいです。ということは、それこ

そが未来になるということです。皆さんの未来は永遠に繋がります。レムナントのためにいつも祈って

いらっしゃる牧師先生たちには、本当に感謝をささげます。そして、本当に多くのスタッフの方々、ま

た多くのリーダーの皆さん、永遠の祝福の中にあずかることができますように。レムナントのために OMC

の奨学金を通してレムナントを育てている重職者の方々、本当に感謝します。神の永遠な祝福の座につ

かれると信じています。この運動は、人の手によって行う運動ではありません。 

 

▶最後にレムナントの皆さんにお願いしたいです。皆さんが弱い時も、神様はともにおられます。危機

が来た時も、主はともにおられます。皆さんが崩れている時も、主はともにおられます。大きな難しい
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問題にぶつかった時にも、主はともにおられます。また、病気になった時にも、ともにおられます。 

 

▶皆さんがこの契約にあって世の中を変えていく主役になることを主イエスの御名でお祈りします。そ

れでは、もう一度神様に栄光の拍手をお捧げしたいと思います。神様に感謝します。お祈りします。 

 

 

（祈り） 

神様、感謝します。 

契約の旅程 24 時、25 時、永遠を握ることができますように。 

新しい答えを見ることができますように。 

新しい力を見ることができますように。 

新しい学業を行うことができますように。 

新しいビジネスを行うことができますように。 

新しい健康と力を回復することができますように。 

主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 


