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1.生ける水の川 2.イエスキリストの聖霊 3.聖霊の満たしの方法 4部「新年の決断」
(ローマ 16:25－27)

▲イエス様は生ける水の川である。

▲ヨハネ 7:37-38(さて、祭りの終わりの大いなる日
に、イエスは立って、大声で言われた。「だれで

も渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさ

い。わたしを信じる者は、聖書が言っているとお

りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流

れ出るようになる。」)
〇「祭りの終わりの日」＝仮庵の祭りの日

〇祭りの終わりにシロアテの泉から水を汲んで

注ぐ儀式があった。

－その儀式の終わりにイエス様が言われた場面

〇アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べた

時から霊が飢え渇くようになった。

－いのちのパンであるイエスキリストを受け入

れなければならない(ヨハ 6:35)。
－飢え渇いた魂には聖霊が与えられる事が必要

1)イザヤ 55:1(ああ。渇いている者はみな、水を求
めて出て来い。金のない者も。さあ、穀物を買っ

て食べよ。さあ、金を払わないで、穀物を買い、

代価を払わないで、ぶどう酒と乳を買え)
(1)イエスの命をただ恵みによって与えられた。
(2)聖霊を与えるためにキリストがこの世に来た

2)ヨハネ 4:14(しかし、わたしが与える水を飲む者
はだれでも、決して渇くことがありません。わた

しが与える水は、その人のうちで泉となり、永遠

のいのちへの水がわき出ます)
(1)サマリヤの女はイエス様に水を求めた
－肉的に水を求めていた。

(2)イエス様が渇くことのない水を与える
－霊的な永遠のいのちの水を与える

(3)イエス様が与える水は飢えることはない。
－いのちの水が聖霊様のことである。

3)ヨハネ 6:35(イエスは言われた。「わたしがいのち
のパンです。わたしに来るものは決して飢えるこ

とがなく、わたしを信じる者はどんなときにも、

決して渇くことがありません)
(1)イエス様がまことの命のパンで命の水である

▲キリストを信じる者に、生ける命の水である

聖霊を与えられる。

▲ヨハネ 7:39(イエスを信じる者が後になって
から受ける御霊のことを言われたのである。

イエスはまだ栄光を受けておられなかったの
で御霊はまだ注がれていなかったからである)
－主を信じる時に、聖霊を雨のように注ぐ

1)イザヤ 32:15(しかし、ついには、上から霊が
私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹

園が森とみなされるようになる)
(1)聖霊が私に注がれれば、荒野が果樹園の
ようになり、果樹園が森となる。

(2)聖霊を私達に注ぐ－荒れ地のようになっ
ていた畑(心)が潤うようになり変化をする。
(3)聖書の中の畑とは人の心を意味する。

2)イザヤ 44:3-4(わたしは潤いのない地に水を
注ぎ、かわいた地に豊かな流れを注ぎ、わた

しの霊をあなたのすえに、わたしの祝福をあ

なたの子孫に注ごう。彼らは、流れのほとり

の柳の木のように、青草の間に芽生える)
(1)聖霊が働くと自分自身に変化が起こる。
(2)聖霊が働くと青草の間に芽が生える。

3)エゼ 39:2(わたしはあなたを引き回し、あなた
を押しやり、北の果てから上らせ、イスラエ

ルの山々に連れて来る)
4)ヨエ 2:28-30(その後、わたしは、わたしの霊
をすべての人に注ぐ。あなたがたの息子や娘

は預言し年寄りは夢を見、若い男は幻を見る)
(1)身分の高い人も人も低い人も聖霊を注ぐ。
(2)喜びがなく、心が堅くなっている時には
聖霊が働いていない。

(3)聖霊が働くと考えが変わり、力が現れる。
(4)聖霊が働く時に天命も与える－伝道・宣教

5)40日＋10日＝50日
(1)イエス様が復活をされた後、弟子たちに
40日の間神の国のことを語った(使徒 1:3)
(2)10日間集まって祈る時に聖霊の満たし

▲どのように聖霊を受けるのか

1)約束
(1)イエス様の約束だから聖霊を受ける
－使 1:4-5(「エルサレムを離れないで、わたし
から聞いた父の約束を待ちなさい)
(2)キリストを受け入れた時に与えられる。

2)必要－キリストの満たしを味わう必要がある
(1)エペソ 5:18(また、酒に酔ってはいけませ
ん。そこには放蕩があるからです。御霊に満

たされなさい)
①聖霊に満たされるように。

②イエス様を信じて聖霊に満たされると、

喜びに満たされていくのでお酒が嫌になる。

③聖霊に満たされると他の物はいらなくなる

④聖霊充満になると力が溢れる(使 1:8)
・勉強,仕事が出来る－キリストの証人になる

3)聖霊充満をどのように受けるか
(1)深い祈り－御言葉を信じ聖霊充満を求める
(ルカ 24:49)
①祈りの課題:キリストが十字架につけられ
完了して私たちと共にいる。深く信じられる

ように。実践出来る力を下さい。

②深い呼吸と祈りを合わせてするべき。

(2)講壇のメッセージを聞く(エゼ 47:10－12)
①神殿の敷居から流れる川を中心に果樹が

実るようになる。

②講壇から御言葉が流れ出る

③御言葉があるところに聖霊が働く。

④川のほとりには魚・漁師が集まってくる

－魚(経済)、漁師(伝道の門)の意味
⑤その葉(＝薬)がなる－癒しの御業が起こる。
⑥黙 22:1－2－御座に父なる神と御子がいる。
御座から命の水の川として流れる(講壇のメッ
セージとして流れる)。御言葉で救いの御業、
不治の病が治り,生活が癒され聖霊の満たし

▲結論:①命の川の水があふれる私たちとなる。
②１人 1人が聖霊に満たされる１週間となる

第１、２、３RUTC実現
古い枠(Ⅱコリ 5:17)
新しい枠(使徒 9:15)
霊的に戦う教会(エペ 6:10－
20)
活ける水の川

聖霊

答えと祝福

1)福音宣教 ＝C
出、ヨ、ダ、再、ロ、宗、D
2)命、弟子、R-t ＝V
3)列 ＝D
4)御言葉と聖霊 ＝I
5)人生の作品 ＝P

1．牧師(ローマ 16:25－27)
1)マタ 16:16、マタ 28:18－20
使徒 2:1－47
2)ヨハ 14:6、6:35、7:37－39
21:15－18
3)マタ 16:16、マタ 6:33
１％、マタ 28:18－20
イザヤ 60:1、6:13、
エペ 6:10－20
2．重職者(ローマ 16:1―27)
1)ローマ 16:1－2
2)ローマ 16:3－5
3)ローマ 16:23
3．Remnant
1) R-t
創世記 37:1―11
出 3:18、3:9
Ⅰサム 7:1―11
Ⅰサム 16:13、イザ 6:13
Ⅱ列 6:8－23、ローマ 16:25
－27、使徒 19:21、27:24

過去－苦しみ

現在

未来



区域地教会（2019 年 1 月 6 日～2019 年 1 月 12 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】 「生ける水の川であるキリストの聖霊」（ヨハネ 7:37-44）

【讃美】 169 流れる川のごと

【祈り】

①教会の祈りの課題

・

・ 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

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

<按手執事 任職者>

加藤秀尚 那波邦男 庭瀬寿洋 兼岩繁 堀本太地

波田幹夫 平嶺信悟 徳原猛 貴島誠

1. 来週按手執事の任職式を行います(3 部 名古屋教会)

2. 日本レムナント大会申し込み(小 6-大学 教会負担)

日本リーダー修練会

3. 2/19(火) 世界宣教大会(韓国 ソウル)

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

とは、限りなくなんじのものなればなり。 アーメン


