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1.福音と宗教(ヨハネ 1:1-4) 2.信仰と受け入れ 3.伝道者の使命
▲本当の宗教と偽宗教は何が違うのか。偽宗教は、人間が造り、悪

魔が造った宗教は滅びてしまう。

1)神様－ヨハネ 1:1(初めに、ことばがあった。ことばは神とともに
あった。ことばは神であった)
(1)釈迦のような宗教家ではない方である。
(2)イエス様は御言葉であり真の神様である。

2)創造の神－ヨハ 1:3(すべてのものは、この方によって造られた。
造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない)
(1)創造主であり全てを創造された。

3)命、光－ヨハネ 1:4(この方にいのちがあった。このいのちは人の
光であった)
(1)命は、永遠な命のことを指している。
(2)命は光である(ヨハ 1:5)
①「やみは打ち勝たなかった」－闇に打ち勝つ唯一の道である。

②真の神様であるから悪魔から救い出すことが出来る。

③永遠の命を受けることが出来る。

④命であり光であるイエス様を受け入れれば悪魔は離れていく。

4)民の主人－ヨハ 1:11(この方はご自分のくにに来られたのに、ご
自分の民は受け入れなかった)
(1)イエス様が私の主人である。

5)ヨハネ 1:14(ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私
たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子と

しての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた)
・神様が人となってこの世にこられた。

6)ヨハネ 1:29(その翌日、ヨハネは自分のほうにイエスが来られる
のを見て言った。「見よ、世の罪を取り除く神の小羊)
(1)モーセの時代、小羊の血を塗った時にエジプトの奴隷から解放
－しかし罪を犯して多くの人はカナンの地に入れなかった。

(2)イエス様は、真の羊として根本問題を解決をして解放をした。
－永遠の救い、永遠の命を与えた。

(3)ヨハネ 19:30(イエスは、酸いぶどう酒を受けられると、「完了
した」と言われた。そして、頭をたれて、霊をお渡しになった)
①イエス様が全て完了をした。

②救われる条件はただ信じることである

③悔い改め：信じないことをやめて信じなさいということ。

7)ヨハ 1:41(彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、「私たちはメシ
ヤ（訳して言えば、キリスト）に会った。」と言った)
①救いはイエス様が成し遂げて下さることである。

▲特権－ヨハ 1:12(しかし、この方を受け入れた人々、すな
わち、その名を信じた人々には、神の子どもとされる

特権をお与えになった)
・信じる信仰、受け入れる事により全ての問題から解放

▲信じる瞬間、本来の人間の姿である神の形が回復をする

(創世記 1:27－28)
●7つの祝福
1)聖霊の内住－ヨハ 14:16(わたしは父にお願いします。
そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたにお

与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、

ともにおられるためにです)
・神の霊が共にいて下さるようになる。

2)聖霊の導き－ヨハ 16:13(すなわち真理の御霊が来ると、
あなたがたをすべての真理に導き入れます。御霊は自分

から語るのではなく、聞くままを話し、また、やがて起

ころうとしていることをあなたがたに示すからです)
・御言葉を聞く時に聖霊の感動を受ける。

・聖霊・御言葉に導かれる。

3)聖霊の働き－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)祈る時に救われたこと(聖霊の内住)を感謝をする。
(2)聖霊様を認める時に聖霊が働くようになる。

4)暗闇の力を打ち砕く権威－ルカ 10:19(確かに、わたしは、
あなたがたに、蛇やさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力

に打ち勝つ権威を授けたのです。だから、あなたがたに

害を加えるものは何一つありません)
(1)聖徒は病、悪霊を追い出す力を与えられた。
(2)サタンは私が弱くならせるようにする。
(3)イエス様の御名によって病気・悪霊は離れ去る。

5)天使の動員－ヘブ 1:14(御使いはみな仕える霊であって
救いの相続者となる人々に仕えるため遣わされたのでは

ありませんか)－天使が私を守って下さる。
6)天国の市民権－ピリピ 3:20(けれども、私たちの国籍は
天にあります)

7)日本福音化・世界福音化の祝福

▲人々が救われるためには伝道者が必要である。

1)神様が遣わされた－ヨハ 1:6-8(神から遣わされた
ヨハネという人が現われた。この人はあかしのた

めに来た。光についてあかしするためであり、す

べての人が彼によって信じるためである。彼は光

ではなかった。ただ光についてあかしするために

来たのである)
(1)神様が神様の子どもを遣わされた。
(2)キリストについて証する為である。

2)キリストを証し
(1)イエス様を信じている人が証人となる。
(2)キリストを信じていると霊的な体験をする
－悪霊が出ていくようになる。

(3)世にはキリストが無かったことが問題。
3)全ての人が信じる
(1)ローマ 10:9－10(もしあなたの口でイエスを
主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中

からよみがえらせてくださったと信じるなら、あ

なたは救われるからです。人は心に信じて義と認

められ、口で告白して救われるのです)
①イエス様の御名を呼ぶ者は救われる。

(2)ローマ 10:14-15(しかし、信じたことのない方
を、どうして呼び求めることができるでしょう。

聞いたことのない方を、どうして信じることがで

きるでしょう。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。次の

ように書かれているとおりです。「良いことの知

らせを伝える人々の足はなんとりっぱでしょう)
①伝道の御業を主は喜ぶ－ただ伝えればよい。

②イエス様の名前を呼ぶ者は救われる。

③神様は伝道をすることを願っている。

▲結論

①イエス様を信じれば救われる。

②イエスが解決者と信じる時に信仰通りになる。

③どんな病、悪霊も癒す主である

－証人となるように。



区域地教会（2018 年 10 月 28 日～11 月 3 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】 「宗教改革運動の主役になりましょう」(ヨハネ 1:1-12)

【讃美】 377 みことばなる

【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

1.福音宣教教会創立記念主日(連合礼拝)

2．12 月 13 日～15 日 重職者大会

3．12 月 23 日 クリスマス礼拝、洗礼式

12 月 22 日 浜松教会

12 月 24 日 四日市教会

12 月 25 日 仙台教会

12 月 26 日 大船渡教会

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


