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このガイドの祈りは声を出して祈りましょう。
神の臨在への正しい入り方が書かれています。

•　旧約聖書の幕屋は神が民(イスラエルの人 )々の
間に宿るための聖所でした。(出エジプト記 25:8)

•　幕屋は人となって人間の間におられた
イエス様を表すものでもありました。(ヨハネ 1:14).

私たちは神の御国の祭司として(1ペテロ 2:9)神に使い、
礼拝するために神の子となられたのです。そういう訳ですから、聖なる神を
喜ばせ、祈願ができるように、義と聖さをもって神の御前に出られるまでには

ある過程をこなさなければいけません。

(ヨハネ 4:23) しかし、真の礼拝をする者たちが、霊と真とをもって父を礼拝
する時が来る。そうだ、今きている。父は、このような礼拝をする者たちを

求めておられるからである。



祈りのガイド
天におられる父よ、御前であなたに祈り、求めます。今日ここで神の油注ぎを求めま
す！主よ、私をその油で注いでください！その油注ぎだけによって私はあなたと共に
正しく歩み、あなたを御心に沿って仕えることができます。
その油注ぎだけによってのみ私はあなたの計画、および私の使命を果たす
ことができるのです。

モーセに荒野に幕屋を立てるようにあなたは指示を出しまし
た。主よ、あなたはそこに宿り、毎日民と交わりました。
イスラエルの人々はその幕屋であなたを礼拝しました。幕屋は御子イエス・キリ
ストを通したあなたの救いの計画と礼拝の仕方を表すものです。
聖なる神に近づくための正しい方法を教えるものです。
祈り：主よ、あなたとの親密な関係を求めます。

以前はモーセ、そして今はイエス・キリ
ストを通した幕屋の祈りの例を与えてくだ

さってありがとうございます。祭壇と洗盤の置
いてある庭があることを感謝します。

燭台、供えのパンの机、そして香の祭壇の置いてあ
る聖所があることを感謝します。あなたの民の中にあ

る神の御座を表す契約の箱、そして贖罪所の置いてある
至聖所があることを感謝します。

神の御言葉により、今、私はあなたの宮の祭司です。聖書に書かれ
ているように、私は御国の祭司であり(1 ペテロ 2:9) 私の体は生ける

神の宮であり(２コリント6:16) 聖霊の宿る宮でもある(1 コリント6:19)。
 あなたの聖霊が宿る私の霊は至聖所と同じです。
私の心は聖所です。私の体は幕屋の庭です。主よ、宮である私の体、そして心と霊と
であなたを礼拝します。私はあなたの祭司であり、主よあなたは天の大祭司です。
祭司としてやるべきことを私に教え、導いてください。
聖なる神よ、あなたが定めた神に近づくための過程を私に教えてください。
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ステップ１: 
入口(門) 

一つしかない門に (ヨハネ10:9、
ヨハネ14:6) 感謝しつつ入り、賛
美しつつ大庭に入ります(詩篇
100:4)。ここで私は与えられたす
べての祝福を感謝し、素晴らしい
御業をなされた神を賛美します。

•  神が神であることを感謝します。祈り：
 天にいます私たちの父よ。御名があがめられますように・・・
 あなたはエホバ、いと高き神。比べられる者はいない・・・
 あなたは全能の神、とこしえの父・・・
 あなたは変わらぬ神、はじめと終わりの神・・・
 あなたはアブラハム、イサク、そしてヤコブの神・・・
 あなたは・・・

• 神がつくられたこの日を感謝します。祈り：
 今朝私たちを起こし、命を与えてくださってありがとうございます。
 敵の策略、不幸や災害から私たちを守り、平安を与えてくださって
  ありがとうございます。
 家族ー夫、妻、子供、孫、親戚ーを与えてくださってありがとうございます。
 健康や必要品を与えてくださりありがとうございます。
 私たちを日々導いてくださりありがとうございます。
 昨日の祝福をありがとうございます。

天におられる父よ、その御名を、あなたが王の王、主の主であることを宣言します。
あなたはアルファでありオメガであり、はじめと終わりの神。その御名を宣言します。
あなたは我々の救いであり癒しです。 あなたは我々を解放しました。

たくさんの祝福、家族、そして霊的家族を与えてくださりありがとうございます。
いつも必要なものを与えてくださり感謝します。空気、食料、水、仕事、お金、所有物、
救い、人々には隠されているイエス・キリスト明らかにしてくださり、そして知恵と知
識を与えてくださり、ありがとうございます。全てのものに感謝します。

聖霊に満たしてくださり、御国の一員にしてくださり、癒し、救い、夢、神聖な出会い、
愛、平和、そして聖霊の賜物を与えてくださりありがとうございます。私は永遠に神を
賛美します。私の心を新しくし、あなたを求める恵みを与え、心と考え方を変えてくだ
さい。そして新しくされた霊をありがとうございます。救われた人々、これから救われ
る人々、私を通して救われた人々、そして家族と友人を救ってくださり感謝します。創
造されたものすべてを感謝します。イエスの御名により祈ります。アーメン。

- 外庭 - 

ステップ 2: 
犠牲の祭壇 

犠牲の祭壇の前
に立ちます。
罪深い人間が聖
なる神に近づくに
はまず血の犠牲
がなければいけ
ません。

犠牲の祭壇では罪のいけにえ、罪過のいけにえ、全焼のいけにえ、穀物のささげも
の、和解のいけにえ等のたくさんのいけにえが捧げられました。これらのいけにえは
贖いのいけにえとしてのキリストご自身を予言しています。罪の重い代価、私の罪の
贖いとしてキリストは死なれたのです。犠牲の祭壇で私は悔い改め、罪の行為や欲
望を捨てます。

祈り：イエス・キリストの十字架が犠牲の祭壇の代わりだと信じます。キリストは私た
ちのとこしえの犠牲です。イエス・キリストの血が動物の血の代わりとなったのです。
主よ、あなたはその一度の犠牲で永遠の犠牲となったのです。
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私の罪は許された。私は十字架とイエスの流された血により義となった。もう私には
罪も恥もない。イエスの御名によりすべて新しくされた。

主よ、あなたの流された血潮により悪魔、罪、そしてこの世に勝利した。
イエスの血を通して私を清め聖霊で満たしてください。悪魔や世の策略で私を縛る
ものよ、イエスの御名により今消えよ！血潮により私は自由だ！

あなたは私の罪と病を担い、十字架に吊るされた。あなたの打たれた傷によって私
は癒されるのです。私の中に病気はあるべきものではない。2千年前ピラトの中庭で
打たれたその傷によって私から全ての病気は消えさった。イエスの御名により、あな
たの流された血潮と打たれた傷により私は今日、全てのものから癒された、と宣言
する。この素晴らしい神聖な癒しを与えてくださりありがとうございます。

主よ、あなたの血潮で私はアダムの呪いから救われました。アダムの罪のせいで地
球は呪われ、いばらとあざみが生えだした。それは人生の全ての失敗の表しです。し
かし今、十字架を通して、あなたの流された血潮を通して、私は律法の呪いから解放
された。

あなたは私たちの呪いを十字架で負った。キリストが自分から呪いとなり、私たちを
律法の呪いから贖い出してくださったと聖書には書かれています。「木にかけられる
者は、全て呪われる…それは、アブラハムの受けた祝福が、イエス・キリストにあって
異邦人に及ぶためであり…」 (ガラテヤ3:13-14)。あなたが十字架に吊るされ呪いと
なったが故に、アブラハムの祝福が今、私にも与えられる。今私は呪いから完全に解
放された。私は祝福されている！私はもう呪われていない！イエスの御名により、私は
全ての失敗と貧困から救われた。

私は家庭、仕事、教会の働き、私の人生一斉においてキリストの祝福を受けている。私
には貧困の呪いはかかっていない。主よ、私が富む者になるためにあなたは貧しくな
られた(2コリント8:9)。キリストにより私は全てのネガティブ思考から解放された。私に
はもうもやもやした考えはない。私はその呪いから、そして貧困から解放されたのだ。

キリストの十字架での死、そしてよみがえりによって私は死と地獄から救われた。
主イエスよ、あなたの流された血のゆえに私は死と地獄から救われた。あなたは死
なれ、よみがえられて、死と地獄に打ち勝った。そのおかげで私は今イエス・キリスト
の栄光に生きる。私は神の御国の一員。聖句により、私はキリストと共に支配と権威
のはるか上の天上で座についている。今神の救いの恵みを受け入れます。

ローマ12:1に沿って、キリストが十字架で自分を犠牲にしたように、私はこの体を生
きた供え物としてささげます。私は自分の十字架を負うて、神に生きた供え物として
自分をささげます。父よ、私はもう自分のために生きるのではなくて、あなたのため
に生きることをここで宣言します。どうぞこの供え物をいただいてください。

御言葉を瞑想し祈り、賛美することによって私の心が新しくされることを感謝します。
私は変えられ、キリストの心を与えられる。偽りとネガティブな考えでいっぱいだっ
た心から解放してくださってありがとうございます。この世の汚れたものとは無縁と
なりました。全ての偽りを拒否します。イエスの御名により闇のものとの関わりを全
て断ちます。

主よ、神の子、そして祭司の一員としての計画をしっかりと理解できるようにしてくだ
さい(1ペテロ2:9)。イエス・キリストの血潮により新しく造られた者として自覚がある
ようにしてください(2コリント5:17)。私はキリストにある者となり、罪に定められるこ
とはなくなった。自分が誰なのか理解できるようになった。私はイエス・キリストにあ
る者なのだ！古い自分は過ぎ去り、私はキリストにあって新しくなったのだ。私の国
籍は今は天にあるのだ(ピリピ3:20)。

悪魔のウソにはもうつき合わない。私は新しくされ、義とされ、清められ、祝福された
者である。毎日私の考えは新しくされる。イエス・キリスト、私は自分を犠牲にしたあ
なただけを礼拝します。

キリストの血潮により私は：
• 神の子として受け入れられた。
• あなたの祭司となった。

血潮は私を救ってくれた: 
• 罪から義へ、
• 悪魔とこの世から神の御国へ、
• 病から健康へ、
• 貧困と呪われた考えから神の祝福、アブラハムの祝福へ。私は毎日神の栄光を経
験する。昔の考えを捨て、今日イエス・キリストを受け入れます！これらは全てイエス・
キリストが血潮を流されたからできることです。主よ、この幕屋の外庭にある犠牲の
祭壇であなたを賛美します。
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ステップ３: 
青銅の洗盤
幕屋の洗盤は反射する青銅で
つくられていました。ここでは
祭司が一人ひとり自分を清め
てから聖所に入っていきます。
(出エジプト記30:20、ヨハネ
13:8)。そのため私たちは洗礼
の際イエスの御名によって身
体を水中に沈めるのです。イエ
スの血は今でも私たちを全て
の不義から清め続けています。
(1ヨハネ1:9)。神の御言葉を読

み、勉強をすることによっても、私たちは清められるのです。

神の臨在に入る前に私はこの洗盤で全ての不義からの清めを受けます。神よ、私の
うちを探り全ての罪を取り除いてください。

父よ、この洗盤であなたの清めを求めます。潔白な心を求めます。あなたの聖なる臨
在に入る前に心の内にある全てのやましいことを消してください。主よ、私のうちに
あなたに喜ばれないようなものがあるならそれを取り除いてください。洗盤の鏡で
私の心を映し出してください。

父よ、全ての肉の欲望、不品行、性的な欲望から清めてください(ガラテヤ5:19-21)。 
全て洗い流してください。

父よ、私の罪を全て洗い流すその血潮をありがとうございます。その哀れみゆえに私
のうちの全ての欲望をイエスの御名により洗い流してください。イエスの御名により
今この洗盤でその清めを受け取ります。

プライド、独善的な態度、わがままな態度、全て悔い改めます。お赦しください。今ま
でのプライド高い態度、自己中心的な行動、独善的な発言、全てをお赦しください。
私は神の恵み故に全てのことができるのです。あなたの御前でへりくだります。あな
た無しでは何もできません。あなたがいなければ私は無力で価値のない者です。父
よ、あなたが必要です。イエスの御名により、どうぞ私の全ての罪をお赦しください。

あなたへの飢え渇きではなくお金への欲望と物欲を膨らませたことを悔い改めます。 
父よ、あなたと天のものに集中しなかったことをお赦しください。(コロサイ3:1-3)。

神よ、恵みにより私を清め、正直で誠実な者にしてください。ウソと偽りに生きること
がないように導いてください。神の前で、そして人の前で正直かつ誠実でいられるよ
うにお助けください。

主よ、私をあなたの働きに対して誠実で忠実な者に変えてください。

父よ、あなたとあまり時間を過ごさないことをお赦しください。十一献金、自由献金、  
才能や時間を神のために費やしていないことをお赦しください。イエスの御名により、
これから私の全てであなたに仕えることを宣言します。

あなたを常に信頼していなかったことを悔い改めます。問題が起きた時、神を信頼し
ないで疑いに浸っていたことをお赦しください。主よ、私に強い信仰を与え、御言葉
により心と考えを新しくしてください。神の御言葉を読まなかったこと、勉強しなかっ
たこと、集中しなかったこと、御言葉に時間を費やさなかったこと、そして御言葉を信
頼しなかったことをお赦しください。心の「うちに神の言葉を豊かに宿らせなさい」と  
聖書は教えています(コロサイ3:16)。父よ、これからはあなたの御言葉に時間を捧げ
られることができるように、イエスの御名により祈ります。

私を傷つけた人々を赦します。もし私のうちにまだ赦せていない人がいるなら、イエ
スの御名によりその人々を解放し、赦します。父よ、彼らが私、私の人生、家族にどんな
ことをしたとしても、どうぞ彼らを祝福してください。たとえ彼らが敵であっても、強姦
犯、殺人犯、迫害する者であっても、またはどんなに私を傷つけたとしても、全てのも
のをイエスの御名により赦します。イエスの御名により彼らを私の心から解放します。
私の兄弟姉妹、父親、母親、子供、  親戚、だれであっても、イエスの御名により今彼ら
を赦します。

元夫、元妻、昔の彼氏、昔の彼女、その他私を悩ました人々全員、イエスの御名により
赦します。私を困らせた教会のメンバー、同級生、同僚も全員イエスの御名により赦
します。父よ、彼らを赦し、祝福してください。イエスの御名により彼らを罪から救って  
ください。

父よ、私のうちの全ての不正、無益な目的、そして無益な計画を取り除き、清めてくだ
さい。私の心をあなたに捧げます。イエスの御名により、心の一部ではなく、全てを主  
に捧げます。父よ、私を清めてください！清めてください！清めてください！

父よ、私のうちの邪悪な想像、邪悪な計画、邪悪な欲望、世のものへの物欲をイエス
の御名により取り除いてください。今まで集中していた不必要なものー自分の計画、  
自分の欲望、野心ー全て主にゆだねます。私を隅から隅まで清めてください。

私の人生全てをあなたにおゆだねします。私の人生をあなたの御心、計画に沿った
ものにしてください(エレミヤ書29:11、ピリピ3:8)。神を礼拝しない音楽、テレビ、映画
、 ゲーム、本等、今まで好きだった世のもの全てをイエスの御名により断ちます。神の
御言葉、聖霊、ご臨在以外に尊いものはないことが分かりました。父よ、その臨在で私
を覆ってください。父よ、御言葉により水で清めてください(エペソ5:26)。

- 7 - - 8 -



父よ、あなたの御言葉は私の鏡です。次のようにあなたの十の戒め（十戒）で私の心
と行動を反射したいのです：

第一の戒め ー 神の他に何者をも神としてはならない。あなただけが唯一の真の神
であり、あなただけを礼拝します。他のものを神としてしまい、あなたに屈辱を与えて
しまったことをお赦しください。真の神を礼拝しないで、他のものを神としたことや、
自分を敬っていたことをお赦しください。

第二の戒め ー 刻んだ像をつくり、それにひれ伏してはならない。もし私が像をつくり
礼拝したならお赦しください。もし夫、妻、父親、母親、娘、息子としての役割や仕事、
娯楽、お金、などを主よ、あなたの祭司としての役割以上に優先していたなら、お赦し  
ください。もし一日の一番の時間を主以外に費やしているなら、お赦しください。もし
お金や権力、娯楽や自分を礼拝しているなら、お赦しください。父よ、こんな私をどう
かお赦しください。そしてあなただけに仕え、礼拝できるようにお助けください。

第三の戒め ー 主の名をみだりに唱えてはならない。父よ、もし神の御名をみだりに
唱えてあなたに屈辱を与えていたならお赦しください。あなたを敬い、恐れ、そのす
ばらしい御名に敬意を表すことができるようにお助けください。

第四の戒め ー 安息日を覚えて、聖とせよ（六日間働き、七日目を休むため、そして神
のためにすること）。主よ、もししっかりと安息日を守っていなければお赦しください。
もし守っていなくて、神からの祝福を求めているならばどうぞお赦しください。新約
に よると、安息日は聖霊にあって休むことなのです (ヘブル4:1-11)。私は六日間働き
、七日目に休み、その日を神の礼拝と賛美のために捧げなければいけないのです。
子供やしもべにもそう教えなければいけないのです。主よ、安息日に関する戒めを
守ることができていない私をどうかお赦しください。あなたの道を教え、それに従う
ことができるようにお助けください！

第五の戒め ー 父と母を敬え。もし私が親に屈辱を与え、言い争い、全ての問題を彼
らのせいにするようなことをしているなら神よ、お赦しください。父よ、親に従わない
私をどうかお赦しください。親と言い合いになり、声を上げて喧嘩をしたことをお赦
しください。私を必要とする老いた親、祖父母の面倒を見ず、連絡すらしなかったこ
とをどうかお赦しください。イエスの御名により祈ります。

もし教会の霊的な親（牧師や他のリーダー）、長老、政府や学校、仕事などの権力者に
対して屈辱を与えるようなことをしているならどうかお赦しください。彼らのうわさ話
や悪口に参加しているならお赦しください。父よ、彼らに屈辱を与えることによって

天におられるあなたにまで屈辱を与えるようなことをしていることをお赦しください。
謙遜する心を与え、悪影響を受けないようお守りください。

第六の戒め ー 殺してはならない。人を憎むことや怒りの言葉を発することは殺人で
あるとあなたは教えています。もし私がそのようなことをして殺人を犯しているなら
お赦しください。私自身や私の子供の心に怒りや憎しみの感情を植え付けるようなこ
とをしたり、同じ祭司や聖徒、その他の人々を差別したりしているならどうかお赦し く
ださい。私も今ここで人々を赦します。傷つけられたことすべて忘れます。今まで発し
た怒りと憎しみの言葉などを悔い改めます。父よ、怒りと憎しみの言葉を通してあな
たに屈辱を与えたことをお赦しください。苦い心から解放してください。短気な性格
を治してください。この態度と怒りや憎しみに打ち勝つ恵みを与えてください。クリス
チャンとしてしっかりした行動をとることができるようにお助けください。イエスの 御
名により祈ります。

第七の戒め ー 姦淫してはならない。もし霊的に姦淫をしていたり淫らな考えを抱き、
淫らな行動をしているなら、お赦しください。主よ、性的に汚れていることをお赦しく
ださい。どうかわたしを清め、聖なるものとしてください！主を恐れる者に変えてくださ
い。あなたの御前で清潔で敬虔でいられるようにお助けください。不正な欲望から解
放してください。主よ、悪魔が誘惑しやすくなるような行動から私をお守りください。

第八の戒め ー 盗んではならない。主よ、もしあなたや他の人から盗むようなことをし
ているなら、どうかお赦しください。与えられた賜物を悪用しているようなら、お赦しく
ださい。献金や時間、宝などをちゃんと捧げていないようであれば、お赦しください。
仕事に関して不正なことを行ったり、お金を払わずものをとったり、勝手に使ったり、
人をだますようなことをしているならお赦しください。

主よ、献金をしなかったことや、与えられた時間や才能、宝を悪用したことをお赦しく
ださい。不正な方法で手に入れたものを戻すことができるように恵みを与えてくだ
さい。あなたの宮、この体や与えられたもの全てしっかりと管理できるようにお助け
ください。イエスの御名により祈ります。

第九の戒め ー 隣人について、偽証してはならない。もし偽証をしていたりうそをつい
ていたりしているなら、お赦しください。隣人や他の聖徒に対して偽証をしたことをお
赦しください。イエスの偽証者であるならお赦しください。偽りの教えなどを信じてし
まったことを悔い改めます。イエス・キリストの真の証人となりたいのです。真と心理
で賛美する者となりたいのです。キリストの道、真理、キリストにある人生に導いてく
ださい！
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第十の戒め ー 隣人のものを欲しがってはならない。もし隣人の家や車、地位、夫、妻、 
子供、富などを欲しがっているようであれば、どうかお赦しください。常に何かを欲し
がっている心を清めてください。聖書に書かれている最初の罪はアダムとエバの転落
につながった切望の罪です(創世記3)。神は決してあなたから離れず、あなたを捨  て
ない、と聖書には書かれているので(へブル13:5)、私は満足していなければいけな い
のです。全ての祝福は神から与えられたものなのです。わたしは夫、妻、家族、家、仕事
、子供、そして所有物があることに感謝しなければいけないのです。

父よ、全ての祝福は神から与えられたものなのです。あなたは全ての祝福と豊富の
源です。あなたの御心と御旨以外を求めてしまったことをお赦しください。主よ、あな
たは祝福の神です。あなたは私が期待している以上に私を祝福したいのです！私の
時間やお金、賛美をあなたにゆだね、それにより祝福を受けられるようにします(創
世記3:13-14)。あなたのたくさんの祝福を求めます！私の人生の中で御旨が現れ、祝
福が与えられるように、イエスの御名により祈ります。

神よ、その恵みで私を義に向けてください。天におられる父よ、私を正直にし、実りの
ある者にして下さい。偽りを生きることのないようにしてください。もったいぶったり、
偽りの愛を示さないようにお助けください(1ペテロ1:22)。あなたの前で、そして人の
前でも正直であるようにしてください。主よ、あなたに忠実で従順である者にしてくだ
さい。

これらのことは全てキリストの血と御言葉を通してできることです。イエスにより、私
は救われます。でも毎日罪を告白し、イエス・キリストとの関係を保つことによって常
にキリストの流された血潮の清めと神の御言葉の力が与えられるのです。この素晴
らしい清めの血を感謝します。幕屋の外庭の洗盤で主よ、あなたを拝します。その恵
みを受け取ります。

五つの柱 (聖所への門)
柱はイザヤが唱えた神の五つの特徴を表
しています。その名は「霊妙なる議士、大能
の神、とこしえの父、平和の君」ととなえら 
れる(イザヤ書9:6)。この五つの特徴全て  
が私の人生の中で現れることを祈ります。

- 内庭 - 
聖所
私は洗われて清められました。これで聖所に入ることができます。

ステップ４: 黄金の燭台

聖所の中、左側に７つの枝の黄金の燭台があ
ります。この燭台は神の聖霊を表しています。黄
金の燭台は聖所のうちの唯一の光なのです。他
に光はありません。これは聖霊の光を表してい
ます。私の宮に聖霊以外の光をいれてはいけな
いのです。

燭台の中に流れている油は聖霊の輝かしい力
を表しています。ここでの祭司の役割はろうそく
が煙が出ない状態で光を放つように、芯を

ちょうどいい長さに保つことでした。

父よ、聖霊を与えてくださってありがとうございます。聖霊により私を新しくしてくださ
い(ルカ11:13)。主よ、あなたは霊であり、主の霊があるところには自由があります(2コ
リント3:17)。光を世に輝かせられるようにあなたの光を私に照らしてください(マタイ
5:16)。主よ、約束された聖霊の証印をおされたことを感謝します(エペソ1:13)。父よ、
あがないの日のために聖霊の証印を受けたので、その聖霊を悲しませることがない
ようにお助けください(エペソ4:30)。

この光り続ける燭台で、神の啓示、導き、教えを求めます。私の人生で聖霊が活動す
ることを求めます。イエスは言われた、「私は世の光である…」(ヨハネ8:12)。

父よ、聖霊によって義と平安と喜びが与えられたことを感謝します(ローマ14:17)。
「永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき者として神にささげられたキリストの血は、な
おさら、私たちの良心を清めて死んだわざを取り除き、生ける神に仕える者としない
であろうか」(へブル9:14)。あなたは真理の霊であり、私を真理に導きます。聖霊よ、私
をどうか導いてください(ヨハネ16:13)。
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あなたは世の知恵ではなく、聖霊により私に霊的なことを教えます(1コリント2:13)。
主よ、聖霊から教えを受けられるよう、私に教えられる姿勢を与えてください。天から
の聖霊により人々に福音を述べ伝えられるようにお助けください(1ペテロ1:12)。主
よ、私が新   約の祭司となるようにお助けください(2コリント3:6)。

聖霊よ、弱い私を助けてくださってありがとうございます。なぜなら、私はどう祈った
らいいのか分かりません。でも聖霊自ら言葉に表せない切なるうめきをもって、私た
ちのためにとりなしをしてくださっていることを感謝します(ローマ8:26)。

主なる神よ、霊的なものを理解できるように油を注いでください(1ヨハネ2:20)。あな
たは力ある聖霊です(使徒行伝1:8)。あなたの油注ぎがなければ私は何もできませ
ん。私はあなたを信頼します。人生の中であなたの助けが必要です。主よ、あなたを
賛美します。感謝します。愛しています。

主よ、私は自分の力ではなく、あなたに、聖霊に完全に頼りたい。聖霊の実である
１．愛、２．喜び、３．平和、４．寛容、５．親切、６．善意、７．誠実、８．柔和、９．自制を 
実らせることができるようにお助けください(ガラテヤ5:22-23)。油注ぎを感謝します。 
あなたが導くように、私はついて行きます。

父よ、私を聖霊で満たしてくださってありがとうございます。黄金の燭台の７つのろ
うそくは神の７つの霊を表しています(イザヤ書11:2、ヨハネの黙示録4:5)。
それは主の霊、知恵の霊、悟りの霊、深慮の霊、才能の霊、主を知る知識の霊と主を
畏れる霊なのです。どうかお助けください、私はあなたの油注ぎ無しでは何もできま
せん。あなたを賛美します。

主よ、聖霊により、あなたともっと深い、もっと親密な関係と交わりを持ちたいのです。  
あなたの油注ぎで私は知恵を与えられます。その知恵を使い、人生の中の問題を解
決できるようにお助けください。

神の深い真理を理解できるようにお助けください。その真理を生き、子供や人々に
それを教えていきたいのです。

神の道を歩むことができるように私を導いてください。人々にあらゆる問題の解決
法を教えられるように知恵と油注ぎを与えてください。

与えられた賜物を活動させ、人を癒し、悪魔を追い払い、しるしと不思議を行うこと
ができるように聖霊の力と油注ぎに満たしてください。

あなたは昨日も、今日も、永遠に変わらない神です。聖霊よ、私に知識を与えてくだ
さい。神と御言葉をもっと知りたいのです。御言葉の隠されたものを明かしてくださ
い。神の御前で謙虚に歩み、神を畏れ、罪を犯すことのないように導いてください。

ステップ５: 
供えのパンの机 

供えのパンの机にたどり着
きました。机には12個の出
来立てのパンが置かれてい
ます。これは幕屋で働きをし
ている祭司が食べるように
用意されているのです。

イエスは「命のパン…」と聖書には書かれています(ヨハネ6:35、49-50)。この備えの
パンは神の御言葉を表します。昨日の御言葉ではなく、今日のための新しい御言葉、
出来立てのパンを与えてください。新しい明かしをください。私の心は新鮮なみ言葉
を求めています。私の心に語り、その声を聞かせてついて行かせてください。私は毎
日神の御言葉を読まなければいけません。書かれた言葉であるロゴス(ヨハネ1:1)、
そして  放たれた言葉であるレーマを与えてくださってありがとうございます。

あなたの肉を食べ、血を飲まなければ私のうちに命はない、とヨハネ6:53-58に書か
れています。父よ、御言葉を食べ、それが私のうちに豊かに宿ることを望みます(コロ   
サイ3:16)。わたしのために犠牲にされたその体と血に感謝します。あなたの命が私   
のうちにあり、その血が私のうちに流れ、あなたと一つになったことをここで宣言し
ます。

神の約束は全て聖句に書かれています。ロゴスは書かれている言葉ですが、今日の
ための御言葉をください。私の日ごとの食物（新鮮な御言葉）を与えてください。

主よ、あなたはペテロにレーマを語って彼が従ったとき、彼らはたくさんの魚をとる
ことができました(ルカ5:4-5)。

ペテロは水の上を歩くように命令してくださいと言いました(マタイ  14:28)。あなた
はその状況のための特定の言葉を放ちました。ペテロはそのレーマを聞いて信仰
が膨らみ、信仰を持って船から出たのです。信仰は御言葉（レーマ）を聞くことによっ
て強くなるのです(ローマ10:17)。
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主よ、今、私に語りかけてください。「人はパンだけで生きるものではなく、  神の口か
ら出る一つ一つの言で生きるものである」と聖書には書かれています(マタイ4:4、
ルカ4:4)。主よ、今日のための新鮮な御言葉を与えられるのを待ちます。

ステップ６: 香の祭壇 

ベールの前に、中心に置かれてい
るのが香の祭壇です。ここで祭司
たちは24時間香を燃やします。香
の甘い匂いが幕屋に漂います。こ
れは聖徒たち（祭司たち）の天の
父への祈りと賛美を表しています。

（香の祭壇で供えられる香は、私たちの賛美礼拝を表しています。10分、30分、もしく
はできるだけの時間を主の賛美に使い、歌を歌い、異言で語るようにします。ここで
その日の聖句を読んだり、神の声を聞く姿勢をとります。）

祈ります：父よ、私の祈りがあなたの御前で香となり、手を上げることが夕べのささ
げものとして立ち上りますように(詩篇141:2)。あなたは偉大な神、全能の主…（ここ
で神の名を全て唱えても良い）主よ、いと高き神よ、全ての創造主、あなたを礼拝し
ます。あなたは私の人生の土台です。私の人生の目的です。私の人生の価値です。天
と地とそこにある全てのものを造られた神よ、拝します。毎朝新しく注がれ、永遠に
つづく恵みと哀れみを与えてくださってありがとうございます(哀歌3:22-23、詩篇
136:1)。

ベール
これはエルサレムの神殿で、イエス・キリストが十字架に吊るされ、息をひきとられ
た時に上から下まで真二つ裂けた幕です(マルコ15:38)。このベールは裂かれたイ 
エスの体と、ご自分を犠牲にすることによって肉と霊が分かれるのを表しています。  
これによって人は聖なる神の臨在に入るこ
とが可能になったのです。ここから至聖所
に入るものは、神の臨在に入ることになる
のです。

ベールは私たちの肉の制限も表している
のです。ここで私たちは前に進むことので
きるように神に力を求め、自分の信仰ではなく、神の信仰が働くように祈ります。

清めと賛美の過程を終えたうえでここにたどり着くと、私たちは自信をもって神の恵み
の御座に近づき、哀れみを受け、必要な助けを受けることができます(へブル4:16)。

これが神の臨在に入るための正しい方法なのです。まずは感謝をもって門に入り、
次に犠牲の祭壇、青銅の洗盤、黄金の燭台、供えのパンの机、香の祭壇を通り、最後  
にベールをくぐって至聖所に入ります。これが神聖さと賛美をもって天の父に近づく
方法なのです。天の父に近づくにはこの過程を通ることが大事です。よって、「私の名
によって願うことは、なんでも叶えてあげよう」(ヨハネ14:13-14)。

ステップ７: 至聖所

至聖所には契約の箱が置かれ
ています。中には３つのものが
入っています：マナの入った黄
金のつぼ、芽を出したアロンの
枝、そして十戒が書かれている
二つの石の板。神が人と交わる
場所、贖罪所（贖いの座）は契
約の箱の上にあります。契約の

箱は人々の間の神の座だったので、神の臨在と力を表すものでした。

犠牲の祭壇の血（今はキリストの血）だけが至聖所に入る権利を与えるのです。十戒
（律法）は犠牲の血で覆われます。クリスチャンとして、祭司として、ここで哀れみを受
けられます。自由を得ることができるのです。そしてここで芽を出したアロンの枝で
表される権限を働かせることができるのです。キリストにより、私たちに反対する者
に勝利するのです。私たちは御使いに囲まれ、マナのつぼに象徴されるように、神は
私たちが必要としているものを必ず与えてくださるのです。

至聖所は神の栄光で照らされ、ほかに光は必要がなかったのです(ヨハネの黙示録
21:23-25)。

ここでようやく聖なる神の臨在に入るのです。神の御座、贖罪所の前にいるのです。
ここで必要なものを求める祈りを初めてして、感謝をささげます(マルコ11:24)。なぜ
ならここにたどり着くまで清めと賛美の過程をこなしたからです。疑わないで、信仰
をもって願い求めなさい、と神の御言葉は言っています(マタイ7:7; ヤコブ1:6)。
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この主の臨在で私はリラックスして、好きなだけの時間を過ごします。神の栄光を経
験し、主に心をゆだねることによって交わりを楽しむのです。ここまで来て急いで必
要ごとの祈りをするのではなく、時間をかけて栄光と油注ぎで満たされるのです。

栄光と自信をもって聖所に入りなさい、と聖書には書かれています(へブル4:16)。な  
ぜならキリストの流された血潮を通して、悔い改めと清めをもってここまでたどり着
いたからです。イエス・キリストの血が贖罪所にかけられているのです。全ては終わ
ったのです！私の罪の代価は全てキリストの流された血潮により払われたのです。私
は悪魔と悪魔の手から自由にされたのです。主を感謝します！イエスよ、ありがとう！

主の臨在に入り、とりなしの祈りと祈願を始める前に、5分間程度あるいは可能であ
ればそれ以上、静まって神を待ちます。

祈願を始める前にこう祈ります：父よ、イエス・キリストの血潮の力を宣言します。私
の家族、家、寝床、所有物、お金、街、地域、教会とその働き、神の人々、神の造られた
この日、そして全てのものの上にその血がかかるように祈ります。全ての悪霊をイエ
スの御名により、聖霊の力により、縛ります。全ての悪魔、邪悪な霊、人をだます霊を
イエスの御名により私の家と心から消え去るように祈ります。私、そして周りの人々を
イエス・キリストの血で覆ってください。

キリストの流された血潮によりわたしにはイエス・キリストの義が与えられるのです！
キリストを通して私は神の義が与えられるのです。キリストがなさってくださったこと
により、私は罪に定められることはありません(ローマ8:1)。イエスの御名により自信
をもって贖罪所の前に出ます。

父よ、賛美します！御子イエス・キリストを通して与えられた祝福と義に感謝します。
キリストの血で悪魔に打ち勝ったことを感謝します。これからは悪魔を恐れることは
ありません。悪魔は負けたのです。キリストが私の主です。その犠牲、その血が私を
救ったのです。私は悪魔から解放されたのです。すばらしい主よ、ありがとうござい  
ます！

今ここで全ての祈願ととりなしをする準備ができました。信仰と自信をもって主の御
前に全てのことを持ち出す姿勢が整いました。神はそれを聞いて必ず答えてくださ
います(1ヨハネ5:14-15)。

ここでようやく自分の祈願や家族、親戚、友人、牧師、ほかのリーダー、教会、などのた
めに祈ることができます。アーメン！
•  とりなしの祈りをして、賛美して、威厳で語る。
•  家族や親せき、友人、同僚、などの救いのために祈る。
•  この国のため、住んでいる街のために祈る。
•  この国と自分の国の権威を持つ者のために祈る
•  牧師とほかのリーダー、そしてほかの聖徒たちのために祈る。
•  伝道師、牧師、宣教師、教会のリーダー、そして国内外で働く者のために祈る
•  他のことについて祈る
 (ここで詩篇を賛美として読むとよい。例：詩篇145)

全てをイエスの御名により祈ります。アーメン！
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