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1.慈しみ深い神様 2.贖われる神様 3.集められる神様
▲イスラエル、ユダヤの民たちは神様に祝福をされた民であ

るが、何度も偶像崇拝をして神様に背いた。その後、バビ

ロンの捕虜に 70年捕えられ、その後、ユダヤの民たちはま
た自分の国に戻るようになった。神様は慈しみ深い神様で

あるからである。神様は全てを戻して下さった。

1)詩篇 107:1(主に感謝せよ。主はまことにいつくしみ深い。
その恵みはとこしえまで)
(1)神様は慈しみ深い神様である。
①神様の慈しみは限りない祝福である。

②神様は神様の民を最後まで愛する。

(2)ヨナ 4:2(主に祈って言った。「ああ、主よ。私がまだ国
にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。

それで、私は初めタルシシュへのがれようとしたのです。

私は、あなたが情け深くあわれみ深い神であり、怒るのに

おそく、恵み豊かであり、わざわいを思い直されることを

知っていたからです)
①ヨナの時代、罪故にニネべの国が滅びそうになった。

②神様はヨナを遣わされ伝道をさせた。

③ニネべの主の前で悔い改め主に立ち返ったので神様は

災いを思い直した。

④ヨナは主が慈しみ深く、あわれみ深く、災いを思い直さ

れることを知っていた。

2)エペソ 1:3-4(私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめ
たたえられますように。神はキリストにあって、天にある

すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいまし

た。すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から彼

にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされま

した)
(1)永遠の前から神様は私を選び全ての霊的な祝福を与えた
(2)天にある霊的な祝福が世の中の祝福とは比べものになら
ない程の祝福である(7つの祝福)。

3)ヨハネ 3:16(神は、実に、そのひとり子をお与えになったほ
どに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりと

して滅びることなく、永遠のいのちを持つためである)
(1)一人子を惜しまずに与えて、神様は私を愛して救い
出して下さった。

(2)偶像崇拝の中から私たちを救い出して下さった。
(3)慈しみ深く、愛が深い神様であるので感謝である。
(4)感謝の心を回復をしましょう。

▲神様は私たちの罪を贖われる神様である。

1)詩篇 107:2(主に贖われた者はこのように言え。主は彼ら
を敵の手から贖い)
(1)ユダヤの民たちをバビロンの手(捕虜)から救った。
－私たちをサタンの手から救い出した。

(2)真の王：キリストが私たちのために死んで下さった
ことによりサタンの頭を打ち破り救い出した。

(3)どんな宗教でも私を救い出すことが出来ないが福音
にあって私たちを救い出して下さった。

2)コロサイ 1:12-14(また、光の中にある、聖徒の相続分に
あずかる資格を私たちに与えてくださった父なる神

に、喜びをもって感謝をささげることができますよう

に。神は、私たちを暗やみの圧制から救い出して、愛

する御子のご支配の中に移してくださいました。この

御子のうちにあって、私たちは、贖い、すなわち罪の

赦しを得ています)
(1)真の祭司:キリストの十字架の死により罪を贖った。
(2)全ての過去、現在、未来の問題から解放した
(3)神様は一人子を送られ、十字架で血を流して死なれ、
サタンから解放をされ、罪が贖われた。

(4)使徒 20:28(あなたがたは自分自身と群れの全体とに
気を配りなさい。聖霊は、神がご自身の血をもって買

い取られた神の教会を牧させるために、あなたがたを

群れの監督にお立てになったのです)
①贖い:キリストの血の代価で私たちを買い取った。
②サタンの働きに注意をしなさいと言っている。

③神様の血－神様の血で贖われ救い出して下さった。

④重職者の方を中心にして聖徒の信仰を守るように。

(5)4つの地の例え－マタイ 13:18－23
①道端:種が落ちても鳥が来て食べる－サタンが奪う
②岩地:岩地で根を下せない－迫害、問題でやめる人
③いばら:根が落ちたがいばらによって成長が出来ない
－自分の欲望からの誘惑で成長できない。

④良い地:良い地に落ちて 30倍,60倍,100倍の実を結ぶ
－救いの価値を分かり救いの感謝する信仰の人

1)詩篇 107:3(彼らを国々から、東から、西から、北から、
南から、集められた)
(1)神様がイスラエルの国を散らされたように見えたが、
また集められるようになった。

(2)神様は私たちを救い出して集まらせるようにする。
(3)教会で集まらせるようにしたのは神様である。
－集められ礼拝をしていることが感謝である。

(4)聖霊様が教会で集まれるように導いて下さっている。
(5)ますます集まって礼拝をする恵みがあるように。
(6)使徒 11:21(そして、主の御手が彼らとともにあったの
で、大ぜいの人が信じて主に立ち返った)

2)ヘブル 10:23-25(約束された方は真実な方ですから、私た
ちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではあ

りませんか。また、互いに勧め合って、愛と善行を促す

ように注意し合おうではありませんか。ある人々のよう

に、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえっ

て励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますま

すそうしようではありませんか)
(1)救いの恵みに感謝を持って礼拝をする。
(2)礼拝をする中で感謝を出来ることが最高の恵み。
(3)集まって感謝をする時に素晴らしい事が起こる。

▲結論

(1)神様に感謝をする時に病が癒され伝道の門が開く。
(2)救われたことがどれだけ恵みであることを分かると
感謝を出来るようになる。

(3)神様への感謝に満ち溢れた一週間となるように。



区域地教会（2018 年 12 月 9 日～12 月 15 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】 「神様に感謝」 (詩篇 107:1-3)

【讃美】 416 神は独り子を

【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. 12 月 13 日～15 日 重職者大会(主任牧師、重職者)

2． 12 月 10 日～22 日 インド、スリランカ宣教

(大津牧師、鶴見聖五牧師)

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

4． 12月 14 日～16日 深い呼吸の癒し訓練

5． 青少年修練会(名古屋)

6．大阪の教会堂の購入のための祈り。

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


