
    年  月   日   週目 主日礼拝       軍隊            
                羊 群     人           聖別   羊 群      例祭          羊 群      廃墟    町  人 群  満 

        彼       主      知          契約 破          捕虜    新  契約 結     祈      福音    回復 出来  

        神様 民 捕虜    絶望      時        預言          福音 持    民 回復    

1.霊的の力と目 2.御言葉の力と使命 3.聖霊 4部「日本と世界を生かす
教会」(使 11:19－30)

1)霊的の力―エゼ 37:1(主の御手が
私の上にあり、主の霊によって、

私は連れ出され、谷間の真中に置

かれた。そこには骨が満ちていた)
(1)神様が私に願うことがある。
(2)エゼキエルは主が共にいる
神の子の身分を分かる

(3)エゼキエルは祭司,預言者であ
ることを分かる時から答えが来た

(4)私たちが王の務め,祭司の務め,
預言者の務めを分かる時に答えが

始まる(Ⅰペテ２：９)
(5)身分を分かる時,現場が見える
2)霊的な目―エゼ 37:2(主は私にそ
の上をあちらこちらと行き巡ら

せた。なんと,その谷間には非常
に多くの骨があり,ひどく干から
びていた)
(1)霊的な目を開くと現場が見える
(2)未信者の成功した人も干から
びた骨のように霊は死んだ状態。

(3)エゼ 37:11(主は私に仰せられ
た。「人の子よ。これらの骨はイ

スラエルの全家である。ああ、彼

らは、『私たちの骨は干からび、

望みは消えうせ、私たちは断ち切

られる。』と言っている)
①骨はイスラエルの民であると。

-イエスが全てでないとそうなる。
②福音がないと干からびた骨の

ようになっている

③福音を伝える人が必要である。

④福音宣教教会の聖徒は霊が死

んでいるような人がいないよう

・またサタンにやられているよう

な人がいないようにすべき

▲どうすれば生かされることが出来るのか。

1)御言葉の力―エゼ 37:3(「人の子よ。これらの骨は生き返ることがで
きようか。」私は答えた。「神、主よ。あなたがご存じです。」)
(1)主は骨が生き返るか尋ねる－エゼキエルは主の力で出来ると答えた
(2)エゼ 37:5-6(神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ。わ
たしがおまえたちの中に息を吹き入れるので、おまえたちは生き返

る。わたしがおまえたちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚でおおい、

おまえたちの中に息を与え、おまえたちが生き返るとき、おまえたち

はわたしが主であることを知ろう。」）

①御言葉を伝達をすれば生き返る。

②御言葉は律法と福音(信じれば救われる)―福音を聞けば生きる
③骨に向かって生き返るように言う時に骨は生き返る。

(3)ヘブ 4:12(神のことばは生きていて,力があり,両刃の剣よりも鋭く)
―主の御言葉は力がある

(4)1ぺテロ 1:23-25(「人はみな草のようで、その栄えは、みな草の花
のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主のことばは、とこしえ

に変わることがない。」とあるからです。あなたがたに宣べ伝えられ

た福音のことばがこれです)
・キリスト(悪魔,罪,霊的な死の問題を解決)―福音の力を信じる。

2)代言の命令―エゼ 37:4(主は私に仰せられた。「これらの骨に預言し
て言え。干からびた骨よ。主のことばを聞け。)
(1)骨に預言する―福音を伝える(福音の力で人々を生かす)
(3)エゼ 37:9(そのとき、主は仰せられた。「息に預言せよ」)
(4)エゼ 37:12(それゆえ、預言して彼らに言え)
・骨に向かって預言したら筋がつき肉がつき息が入るようになった。

(5)福音の御言葉を命じれば人は生かされる。
3)従順と答え―エゼ 37:7(私は、命じられたように預言した。私が預言
していると、音がした。なんと、大きなとどろき。すると、骨と骨と

が互いにつながった)
(1)神様の子供が悪魔に殺された－御言葉を預言すると骨がつながる
(2)エゼ 37:10(私が命じられたとおりに預言すると、息が彼らの中に
はいった。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に

多くの集団であった)
①命じられた通りに預言をすると息が入り立ち上がる。

②生き返り軍隊になった―福音を聞くときに軍隊になる。

(4)サタンに騙されずに福音を聞き続ける。

▲福音を聞く時に聖霊様が働く

1)聖霊の働き―エゼキエル 37:14(わた
しがまた、わたしの霊をあなたがた

のうちに入れると、あなたがたは生

き返る。わたしは、あなたがたをあ

なたがたの地に住みつかせる。この

とき、あなたがたは、主であるわた

しがこれを語り、これを成し遂げた

ことを知ろう。―主の御告げ―」)
(1)福音を聞くと聖霊が働く。
(2)共に祈る時に、聖霊が働く。

2)御言葉の成就と証人―使徒 1:8(しか
し、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)
(1)エゼ 37:6(おまえたちが生き返る
とき、おまえたちはわたしが主であ

ることを知ろう。」)
(2)エゼ 37:13(わたしの民よ。わたし
があなたがたの墓を開き、あなたが

たを墓から引き上げるとき、あなた

がたは、わたしが主であることを知

ろう)
・キリストの軍隊になるまで続ける。

▲結論

ローマ 10:13(「主の御名を呼び求め
る者は,だれでも救われる。」のです)
ローマ 10:14-15(宣べ伝える人がな
くて、どうして聞くことができるで

しょう。遣わされなくては、どうし

て宣べ伝えることができるでしょう)
①福音を信じる。

②伝え続けれえば元気が溢れる。

③信仰は聞くことから始まる

1．日本を生かす教会
1)10月 2－3日
日本伝道集会

①8000教会
②１％福音化

③第二の宗教改革

2)9月 22日～24日
集中伝道神学院

①青年が生かされる

3)9月 28日～30日
全聖徒伝道キャンプ

青年、欠席者訪問

2．未来を生かす教会
1)認定こども園
120名定員

2)切り株小学校
切り株中学校

切り株高校

3)日本語学校

3．世界を生かす教会
1)BRICS
ブラジル

ロシア

インド

中国

南アフリカ

2)ローマ 11:25
黙示録 7:9－10

3)使徒 19:21
使徒 23:11
使徒 27:24



区域地教会（2018 年 9 月 16 日～9月 23 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】 「キリストの軍隊」(エゼ 37:1-10)

【讃美】 390 たてよいざたて

【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

福音宣教教会

10の祈り題

(1)日本 1％福音化（使 18：9-10 ・ローマ 16：20）
(2)第 2 の宗教改革（マタ 16：16、I ペテ 2：9）
(3)日本 8,000 教会（使 17：1-3）
(4)200 地教会（創 41：36－38）
(5)1,000 大学（福音の人材、福音エリート/使 19：9-10)
(6)伝道(重職者)運動（3 弟子/ローマ 16 章）
(7)レムナント運動（イザ 6：13 / 3 サミット）
(8)癒しの運動（使徒 19：8-20）
(9)日本神学校、東日本神学校と教役者－Ⅱ列 6：8―23
(10)世界宣教（マタ 24：14、使 1：8）

伝道対象者

お知らせ
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＊特に 1-4 のために全聖徒が共に心を合わせて

早天礼拝と夜の９時にお祈りをお願いします。
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