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1.神様の愛 2.救いの恵み 3.福音の体質 4部「霊的恵みを回復しま
しょう」(ヨハ 4:24)

1)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)一人子を送り十字架にかかり死ぬようにする
までに世を愛された。

(2)キリストを信じることによって救われる。
(3)キリストを送られたことが神様の愛である。
(4)キリストの犠牲で私達は永遠の命を頂いた。

2)1ヨハネ 4:10(私たちが神を愛したのではなく、神
が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの

供え物としての御子を遣わされました。ここに愛

があるのです)
(1)神様は私達を愛しなだめの供え物として
御子を遣わして救って下さった。

(2)私たちを救われ神様の御子として下さった。
3)ローマ 8:32(私たちすべてのために、ご自分の御子
をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして、

御子といっしょにすべてのものを、私たちに恵ん

でくださらないことがありましょう)
(1)天国の祝福を全て与えて下さった。
(2)7つの祝福を与えて下さった。

4)ヨハネ 3:14(モーセが荒野で蛇を上げたように、
人の子もまた上げられなければなりません)
(1)モーセの時代に人々がモーセに対して不信仰
をするようになった。

(2)不信仰の結果燃える蛇を送り多く人が死んだ
(3)青銅の蛇を作り旗ざおの上につけられ青銅の
蛇を仰ぎみた者は生かされた(民 21:4－9)。
(4)人間は罪を持ち、サタンに捕えられていたが、
キリストを見上げれば解放をされる。

5)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)キリストは人間の力では解決をできない根本
問題(罪,サタン,神から離れた問題)を解決をした。
(2)イエスキリストは全ての問題を解決をした。
(3)キリストを信じないことが罪である。

▲救いはただ恵みである。

1)ヨハネ 3:17(神が御子を世に遣わされたの
は、世をさばくためではなく、御子によっ

て世が救われるためである)
(1)神様がキリストをこの世の中に送られ
たのはさばくためではなく救われるため。

(2)人間は誰でも信じれば救われる。
2)エペソ 2:8(あなたがたは、恵みのゆえに、
信仰によって救われたのです。それは、自

分自身から出たことではなく、神からの賜

物です)
(1)人間は罪と咎の中に死んでいた。
(2)私たちの信仰によりただ神様の恵み
によって救われた。

3)ガラテヤ 3:2(ただこれだけをあなたがたか
ら聞いておきたい。あなたがたが御霊を受

けたのは、律法を行なったからですか。そ

れとも信仰をもって聞いたからですか)
(1)二コデモは、聖霊によって生まれ変わる
意味が分からなかった(ヨハ 3:4)
(2)人間は聖霊によって生まれ変わらなけ
れば救われない(ヨハ 3:5)。
(3)聖霊の働きによってイエス様を主と
告白を出来るようになった。

(4)ローマ 8:32(私たちすべてのために、ご
自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された

方が、どうして、御子といっしょにすべて

のものを私たちに恵んでくださらないこと

がありましょう)
(1)イエス様を信じたことは御子と一緒に
全ての物を与えて下さった。

(2)聖霊の内住・導き・満たし・暗闇の力を
打ち砕く権威・天軍天使を動員・天国の

市民権・世界福音化の祝福を頂いた。

▲福音の体質となるように。

1)救いの感謝
(1)不平不満が強い時に精神的に弱くなる
(2)救いの感謝を持つ時に精神的な病も癒される
(3)救いの感謝の体質となるように。

2)恐れ－1ヨハネ 4:18(愛には恐れがありません。
全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れに

は刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は、

全きものとなっていないのです)
(1)サタンは恐れ、罪悪感を与えるようになる。
(2)キリストの愛で生きる者は恐れる必要はない
(3)罪から解放をされた(ローマ 8:1－2)
－罪悪感の中で騙される必要はない。

3)憎しみ－1ヨハ 4:20(神を愛すると言いながら兄
弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目

に見える兄弟を愛していない者に、目に見えな

い神を愛することはできません)
(1)人に憎しみを持つときにサタンの通路となる
(2)神様の救いがあまりにも大きいから救いを
味わう時に憎しみもなくなる。

4)赦し－ヨハネ 13:34(あなたがたに新しい戒めを
与えましょう。あなたがたは互いに愛し合いな

さい。わたしがあなたがたを愛したように、そ

のように、あなたがたも互いに愛し合いなさい)
(1)新しい戒め―律法ではない
(2)主が私を愛したように互いに赦し愛し合う。
(3)キリストの愛が分かると人を愛し赦せる。

5)ローマ8:35(私たちをキリストの愛から引き離す
のはだれですか。患難ですか、苦しみですか、

迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険です

か、剣ですか)
(1)誰もキリストの愛から引き離せない。
(2)救いで全て頂いた事を新しい家族に教える。

▲結論 (1)キリストの救いを味わう深い祈り
(2)キリストを主人とするように。
(3)キリスト・御言葉に従うように。
(4)クリスマスを通し人々を救いに導く

▲二コデモ－サマリヤの女

(1)対話:救い－礼拝
(2)身分:高い－低い
(3)知識:学び－普通
(4) 律法－×

(5)反応:ヨハ 3:9－ヨハ 4:19
(6)ヨハ 19:39－ヨハ 4:9-10

1．飢え渇いた者
1)霊的
2)5人の男性＋１人
3)偶像崇拝

２．答え

１)ヨハ４:２５－２６
キリストを発見(救い)

２)ヨハ４:２４
礼拝の人生

聖霊の満たし

３)ヨハ４:２８－３０
伝道の人生



区域地教会（2018 年 12 月 2 日～12 月 8 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】 「神様の愛 ひとり子イエス・キリスト」(ヨハネ 3:16-21)

【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.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

4．勧士任職

5．12 月 14 日～16 日 深い呼吸の癒し訓練

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


