
    年  月   日   週目 主日礼拝  新  契約        完全 贖             
旧約聖書 時代      通  新  契約 与     言     御子     送  下  罪     地獄  解放     聖霊 心 入 天国 行 恵  与    

世界福音化 出来        

1.始めの契約の贖いの方法 2.新しい契約の贖いの方法 3.信仰生活の核心 4部「リーダー修練会
メッセージ整理」

▲旧約時代に律法を破ってしまった場

合、罪を赦してもらうために祭司が贖

う。これが始めの贖いの方法である

1)大祭司
(1)旧約時代はアロンの祭司長を通し
て贖いが成された(レビ８章)
－ヘブ 7:11(レビ系の祭司職によって
完全に到達できたのだったら、―民は

それを基礎として律法を与えられた

のです)
①祭司は地上の聖所で贖いを頂く

②地上の聖所は天の聖所のひな形

③民は血を携えて罪の赦しの為に

聖所に入る。

(2)ヘブル 9:7(第二の幕屋には、大祭司
だけが年に一度だけはいります。その

とき、血を携えずにはいるようなこと

はありません。その血は、自分のため

に、また、民が知らずに犯した罪のた

めにささげるものです)
①全民の罪の為に大祭司が一年に

一回だけ血を携えて罪を赦して頂く。

(3)一年に一回の贖いは不完全である
①アロンの祭司も罪人である

②動物の血では完全な赦しはない。

2)幕屋(神殿)－(出 25章～40章)
(1)へブ 9:9(この幕屋はその当時のた
めの比喩です。それに従って、ささげ

物といけにえとがささげられますが、

それらは礼拝する者の良心を完全に

することはできません)
・人間は罪を犯さない事は出来ない。

3)小牛の血(レビ 1章～７章)
4)回数－数えきれないほど献げた
5)不完全－小羊の献げ物は完全でない。
(1)人間の力では人生の問題を解決を
出来ない－様々な問題は尽きない

(2)その事を教える為に律法を与えた
(3)人間には真の救いが必要である。

▲始めの贖いの方法・律法では完全な贖いをすることが出

来ない。また罪を犯した場合、小牛の血では完全に贖う

ことが出来ないから神様の御子キリストを送られた。

1)御子キリスト(真の大祭司)－へブル 7:26(このようにき
よく、悪も汚れもなく、罪人から離れまた天よりも高く

された大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です)
(1)キリストが天の真の聖所に自分の血を持って行った

2)本体の神殿－ヘブル 9:11(しかしキリストは、すでに成就
したすばらしい事がらの大祭司として来られ、手で造っ

た物でない、言い替えれば、この造られた物とは違った、

さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り)
(1)人間が造った地上の聖所では完全な贖いを出来ない。
(2)キリストは更に優れた真の聖所に入られている。

3)キリストの血－ヘブ 9:12(また、やぎと子牛との血によ
ってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、まこと

の聖所にはいり、永遠の贖いを成し遂げられたのです)
(1)新しい契約の贖い－キリストが十字架にかかりご自
分の血をもって救いを成し遂げて下さった。

(2)キリストが天の真の聖所に入り完全な贖いをした
4)一回－キリストがただ一度聖所に入り、完全に、永遠に
贖いを成し遂げて下さった。

5)完全な贖い－へブル 9:24－9:28(キリストは、本物の模型
にすぎない、手で造った聖所にはいられたのではなく、

天そのものにはいられたのです／キリストは、ただ一

度、今の世の終わりに、ご自身をいけにえとして罪を取

り除くために、来られたのです／キリストも、多くの人

の罪を負うために一度、ご自身をささげられましたが、

二度目は、罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる

人々の救いのために来られるのです)
(1)イエス様は天の父なる神様がおられる聖所にいる
－旧約時代は契約の箱の聖所とは根本が違う。

(2)イエスは聖所に入り今も私たちの罪の為に大祭司の
贖いの務めを成している。

(3)罪の贖われた人の為にキリストが再臨をされる
(4)ローマ 8:34(罪に定めようとするのはだれですか。死
んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリ

スト・イエスが、神の右の座に着き、私たちのためにと

りなしていてくださるのです)
①キリストは真の聖所に入り大祭司の務めを成してる

▲信仰生活の 3つのポイントが分かれば素晴らし
い恵みが続く(3つの祭り)
1)ただキリスト－過ぎ越しの祭り
(1)キリストの十字架で救われたことを信じる
(2)キリストが大祭司として完全に贖われている
(3)へブ 9:12(また、やぎと子牛との血によってで
はなくご自分の血によってただ一度まことの聖

所にはいり永遠の贖いを成し遂げられたのです)
(4)ヘブ 9:28(キリストも、多くの人の罪を負うた
めに一度、ご自身をささげられましたが)
－キリストが真の大祭司の務めを成す事を信じる

2)ただ聖霊－五旬節の祭り
(1)キリストを信じることを守る為に聖霊を送る
①へブ 9:14(キリストが傷のないご自身をとこし
えの御霊によって神におささげになったその血

は、どんなにか私たちの良心をきよめて死んだ行

ないから離れさせ、生ける神に仕える者とするこ

とでしょう)
(2)聖霊がキリスト・御言葉に従えるようにする。
(3)Ⅰヨハ 1:9(もし、私たちが自分の罪を言い表わ
すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を

赦し、すべての悪から私たちをきよめてください

ます)
①自身も悔い改めをして聖霊の助けを求める。

②悔い改める事で聖霊充満になる。

(4)サタンに騙されない為に聖霊充満が必要。
(5)御言葉、祈りの中で聖霊に満たされる。

3)ただ神の国－収穫感謝の祭り
(1)神の国を造ることを私たちに願っている
(2)世界福音化が為されてから世の終わりが来る
－自分の現場・会社を福音化出来るように祈る

(3)Ⅰペテ 2:9(あなたがたは、選ばれた種族、王
である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民で

す／すばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝え

るためなのです)
－私たちが王、祭司、預言者の務めを成す

▲結論

①日本 1％の福音化、②世界福音化の契約
③救いの働きを出来るように聖霊充満

▲序論

福音 リーダー

未信者 強大国

7 イスラエル、 12

▲本論

1．ローマ 16:25
福音(使徒 1:1)
サタンの策略

1．結論
1)3つの祭り
2)3つの事件
3)サタン、罪、地獄
2．ローマ 16:26
聖霊(使徒 1:8)
未信者(ヨハ 8:44)
Rt(ヨハ 14:16－17)
祈り

マタ12:28－29 御霊によって

悪霊を追い出すなら神の国が

来ている

3．ローマ 16:27
神の国(使徒 1:3)
神の国 VS サタンの国

(1)最高の現場(王)
(2)最高の文化
(3)最高の癒し(答え)

世界福音化、マタイ 24:14

▲結論

器

キリストの大使

Ⅰペテ 2:9
62の奥義
証人



区域地教会（2018 年 7 月 29 日～8月 4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】 「新しい契約であるキリストの完全な贖い」(ヘブ 9:11－15)

【讃美】 340 主と主のことばに

【祈り】

①教会の祈りの課題

・「決断」「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

祈り

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

名古屋市中区栄 5丁目 23－8／tel:052-238-6003

主日(日曜)1 部礼拝 7:00 ／ 2 部礼拝 10:00 ／ 3 部礼拝 12:00


