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1.礼拝の成功者 2.伝道と宣教の戦略 3.勝利を得る教会(世界宣教する教会) 4部「第二コリント」
(Ⅱコリ 12:1―10)

▲世界宣教する教会になる為に礼拝に成功をする。

1)教会の指導者たち－使徒 13:1-2(さて、アンテオケに
は、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれ

るシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの乳兄弟

マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。

彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊が、「バ

ルナバとサウロをわたしのために聖別して、わたし

が召した任務につかせなさい」と言われた)
(1)アンテオケ教会には 5人の指導者がいたが、
ただ主に礼拝・献身をしていた。

(2)礼拝を献げることは「主に仕える」と言う意味。
①救われた目的が主だけに礼拝をするため。

②礼拝に成功をする時に祝福と多くの証が現れる。

③アンテオケ教会の人は断食をして礼拝を捧げた。

・命がけで礼拝を献げた。

・考え、思い、身体も主に礼拝を通して献げる。

・礼拝の前の席に座る・礼拝の時間に間に合うよう

に来る・主に献金を献げる－多くの答え

(ex.ロックフェラーは礼拝中心で答えを受けた)
(3)Ⅰサム 3:10(「サムエル。サムエル」と呼ばれた。
サムエルは、「お話しください。しもべは聞いてお

ります」と申し上げた。)
①礼拝の時間にサムエルのように主の御声を聞く。

②神様の御言葉には「アーメン」をする。

2)聖霊の指示－使徒 13:2(聖霊が、「バルナバとサウロ
をわたしのために聖別して、わたしが召した任務に

つかせなさい」と言われた)
(1)神様が願う世界宣教のためにバルナバとサウロ
(パウロ)を聖別された－指導者の二人を遣わした。
(2)「行く宣教師」か「遣わす宣教師」になる。
・宣教に行くか自分が行く代わりに宣教献金をする

・世界宣教大会のために心から献金をする。

3)命令に従順－使徒 13:3(そこで彼らは、断食と祈り
をして、ふたりの上に手を置いてから、送り出した。)
・アンテオケ教会は神様の命令に従順をするように

なり、バルナナバとパウロを宣教地に送った。

▲宣教地に送られたバルナバとパウロはどのように宣教

をしたのか。

1)会堂－使徒 13:5(サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂
で神のことばを宣べ始めた。彼らはヨハネを助手とし

て連れていた。)
(1)会堂はユダヤ人が集まる場所である(会堂は現在の
既存教会、学校のような所)
(2)パウロは会堂で福音を宣べ伝えた
①神様は旧約から約束をされたメシヤを送られた。

②キリストは十字架で死なれ復活され全て問題を解決

(悪魔、罪、神様から離れた問題を解決された)
③信じて口で告白するなら救われる(ローマ 10:9－10)
④復活の主が信じる者と共にいる。

2)魔術師と霊的戦い－使徒 13:8(ところが、魔術師エルマ
(エルマという名を訳すと魔術師)は、ふたりに反対し
て、総督を信仰の道から遠ざけようとした。)
(1)パポスという所に遣わされる。
(2)バルナバとパウロの宣教戦略は地域で影響力のある
人を生かすこと－総督に福音を伝えようとした。

(3)しかし伝道しようとした時に妨害があった－魔術師
(4)魔術師が悪霊の力で多くの人を惑わしていた。
(5)使徒 13:10(言った。「ああ、あらゆる偽りとよこし
まに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵。おまえ

は、主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。)
①魔術師とパウロは対決した－悪霊との対決

②闇の力が砕かれ魔術師は目が見えなくなった。

③イエス・キリストの御名で悪魔の権威を打ち砕く。

3)総督－使徒 13:12(この出来事を見た総督は、主の教え
に驚嘆して信仰に入った。)
(1)総督は真の神様を信じる。
(2)聖徒は影響力のある者を伝道する(会社の社長等)

4)弟子たち－使徒 13:48(異邦人たちは、それを聞いて喜
び、主のみことばを賛美した。そして、永遠のいのち

に定められていた人たちは、みな、信仰に入った)
(1)会堂で伝道をしたところ大勢の人が信じた。
(2)日本にも永遠の命に定められている人が大勢いる。

▲パウロのように伝道をするための

秘訣とは何であるのか。

1)聖霊の満たし－使徒 13:9(しかし、サ
ウロ、別名でパウロは、聖霊に満た

され、彼をにらみつけて、)
(1)パウロが聖霊に満たされて大き
な影響力のある人を生かした。

(2)聖霊充満の人は勝利を得る者。
(3)神様の子どもであるから悪魔
を打ち砕くことが出来る。

－悪魔に対して私達は勝利をする

ため霊的なサミットである。

(4)何事も思い煩う必要はない。
(5)世界中の人を生かす人になる。
(6)悪魔から人々を救い出す者。

2)3今日(御言葉・祈り・伝道)
(1)聖霊充満になるためにも礼拝を
して講壇の御言葉を聞き続ける。

(2)御言葉が実現されるように祈る。
3)3弟子
(1)秘密決死隊－神の国・教会のため
に命をかける(お金を怖がらない・
献金に勝利をする)
(2)レムナントミニストリー
(3)ホーリーメイソン

4)3サミット(霊的サミット、
技能サミット、文化サミット)

▲結論

①私達の教会は日本と世界を生かす

教会である。

②悪魔に騙されずに戦って勝利を

する教会となれ。

③聖霊充満な聖徒となる。

▲序論

1．力とは
1)詩編 78:70－72
(詩編)

2)祈り＋生活＝未来
3)Ⅰサム 16:13

16:23
17:1－47

2．パウロ
1)使徒 16:11
使徒 16:16

2)使徒 6:10
3)Ⅱコリ 12:1－9

▲本論

1．サミットの始まり
－赦し

－誤った者を赦す

Ⅱコリ 2:11
赦すことがサミット

2．サミットのアイデン
ティティ

－宝の入った器

3．サミットの集中
－まいた分だけ刈り取る

4．サミットの力
－最高の霊的なサミット

1)福音を誇る
2)苦難を誇る
3)自分の弱さを誇る
－私が弱い時にこそ強い

▲結論

1．霊的サミット
2．力
－技能サミット

3．世界福音化
－文化サミット



区域地教会（2018 年 1 月 21 日～1月 27 日）
【賛美】 「イエスわが王よ」

１）イエスわが王を賛美で迎えん 栄光の主の御座を もうけたまえ主よ

私は神のもの ゆえに神にささげん 御心のままにおさめよ 主イエスよ

２）イエスわが王よ ここに来られ われが主にささぐ 賛美受けたまえ

われは主のしもべ 主はわれらのきみ 主なるイエス来られ 賛美を受けたまえ

【使徒信条】

我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主、イエス・キリストを信ず。

主は聖霊によりてやどり、おとめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に

つけられ、死にて葬られ、よみにくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天にのぼり、全能の父

なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを審きたまわん。我は聖

霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだのよみがえり、とこしえの命を信

ず。アーメン

【メッセージ】 「世界宣教する教会」(使徒 13:1-12)

【讃美】 270 われらは今ただ旅人

【祈り】

①教会の祈りの課題

・「正しい癒し」「サミットの祝福」(本部元旦メッセージ)の成就のために。

・「日本と世界を生かす教会」(使徒 11:19－30)(福音宣教教会元旦メッセージ)の

成就のために。

・ 3 今日(御言葉、祈り、伝道)、 3 弟子(秘密決死隊、レムナントミニストリー、Holy Mason)、

3 サミット(霊的サミット、技能サミット、文化サミット)の契約を掴み成就を味わう。

・御国イザヤ牧師に聖霊充満と 5 つの力が与えられるように。

②区域地教会の聖徒の中で欠席された方、問題、病にある方、新しい家族のために。

③区域地教会参加者の祈りの課題（集まった聖徒の祈り課題を付箋に記入）のため。

【フォーラム】

【祈り】

【主の祈り】

天にましますわれらの父よ。ねがわくは、御名をあがめさせたまえ。御国をきた

らせたまえ。みこころの天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を、

今日も与えたまえ。我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、我らの罪をもゆ

るしたまえ。我らをこころみにあわせず、悪より救いだしたまえ。国とちからと栄

とは、限りなくなんじのものなればなり。 アーメン

講壇メッセージを通した御言葉・祈り・伝道

御言葉黙想
使徒 13:1－2(さて、アンテオケには、そこにある教会に、バルナバ、
ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの乳兄弟

マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝

し、断食をしていると、聖霊が、「バルナバとサウロをわたしのた

めに聖別して、わたしが召した任務につかせなさい」と言われた。

祈り

天の父なる神様。あなたの恵みを慕い求めます。私が毎週の講壇の

御言葉に勝利が出来るようにして下さい。毎週の御言葉に対して

サムエルのように神様の御声に耳を傾け、神様の願いのために

従順をする者となれますように。聖霊様が命じられる願いの通り

に私が従うことが出来ますように。またパウロのようにイエスが

キリストであることを大胆に宣べ伝える伝道と宣教をすることが

出来ますように。聖霊に満たして下さり御言葉に導かれる中で

主の務めをすることが出来ますように。このお祈りをイエス

キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン

伝道

今週の

ミッション

・御言葉の黙想・暗唱・書き起こし

・霊的な呼吸の祈り

呼吸の祈り

息を吐き出す時 息を吸い込む時

福音 私の悩みと心配を主に委ねます イエス・キリストは全ての問題の解決者です

信仰 私の不信仰を取り去って下さい 私に御言葉を信じる信仰を下さい

御言葉 私の罪を許して下さい 私に御言葉に従う信仰を与えてください

霊
私を邪魔するサタンの力は

イエス・キリストの名で打ち砕かれよ
私に聖霊充満を与えて下さい

感謝 私の過去の傷を全て捨てます 全ての事を感謝させて下さい

福音宣教教会
主管牧師：御国イザヤ
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