
2017年 5月 7日（19週目）主日メッセージ            「悪魔の誘惑に勝利しよう」 （ルカ 4:1－13） 

サタンは聖徒を誘惑します。サタンの存在、誘惑の方法を分かればサタンに勝利して、幸せになることが出来ます。サタンの存在を分かりサタンとの戦いに勝利することを願います。 

1.サタンの存在 2.活動、誘惑 3.勝利する方法 
4 部「第二の RUTC 運動と

教会」(使 1:1,3,8) 
1)イザ 14:13-14(『私は

天に上ろう。 神の星々

のはるか上に私の王座

を上げ、北の果てにある

会合の山にすわろう。 

密雲の頂に上り、いと高

き方のようになろう』) 

(1)サタンは元々賛美

をする天使である。 

(2)旧約聖書から新約

聖書にかけてサタンの

存在が明確になる。 

2)ユダ 1:6(主は、自分

の領域を守らず、自分

のおるべき所を捨てた

御使いたちを、大いな

る日のさばきのため

に、永遠の束縛をもっ

て、暗やみの下に閉じ

込められました) 

(1)天使はいるべき領

域がある。 

(2)サタンは自分の領

域を捨てた(自分が神

になろうとした)。 

3)黙 12:9(この巨大な

竜、すなわち、悪魔とか、

サタンとか呼ばれて、全

世界を惑わす、あの古い

蛇は投げ落とされた) 

(1)サタン―神様をそ

むく者(ヘブライ語) 

(2)悪魔(ディアボロス)

―人間を訴える者(ギ

リシヤ語) 

(3)古い蛇 (サタン )-ア

ダムとエバを誘惑 

(4)サタンは神と人間

との関係を断絶した。 

1)創世記の事件 

(1)人間は神様と共にいるときに幸せ(創 1：27-28)。 

(1)創 3 章:アダムとエバがサタンに騙され善悪の知識の木

の実を食べる(神のようになりたいと思った)。神様と離れ

てしまい、アダムとエバが互いに恨み、裏切りあう。 

(2)創 4 章:カインがアベルを殺害 

(3)創 6 章:堕落、罪の生活 

(4)創 11 章:高慢、名誉心 

(5)サタンは人生、家庭、社会を破壊する。 

2)ヨハ 10:10(盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺した

り、滅ぼしたりするだけのためです。わたしが来たの

は、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです) 

(1)サタンは幸せの家庭を奪っていく者である。 

(2)サタンはトリックを使用して聖徒を騙す。 

3)サタンはイエス様を 3 回誘惑した。 

(1)ルカ 4:3(悪魔はイエスに言った。「あなたが神の子な

ら、この石に、パンになれと言いつけなさい) 

①イエス様は 40 日の断食の後、空腹を覚えた。 

②サタンは石をパンに変えるように誘惑。 

③サタンは、豊かさ、衣食住を通して誘惑(共産主義 等) 

(2)ルカ 4:7(もしあなたが私を拝むなら、すべてをあな

たのものとしましょう) 

①サタンは礼拝の対象をすり替えようとした。 

②サタンは偶像、宗教を通して誘惑をする。 

(3)ルカ 4:11(『あなたの足が石に打ち当たることのない

ように、彼らの手で、あなたをささえさせる』とも書

いてあるからです) 

①サタンは飛び降りた時に天使が守ると誘惑。 

②サタンは聖徒の考えを通して誘惑、攻撃をする。 

‣ヨブの恐れ‐ヨブ 3:25(私の最も恐れたものが、私を

襲い、私のおびえたものが、私の身にふりかかったか

らだ)―サタンはヨブの心配、恐れているところを攻撃 

‣イスカリオテ・ユダの心－ヨハ 13:2(夕食の間のこと

であった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテ・ユ

ダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていた) 

‣サタンは聖徒の弱点を通して攻撃(恐れ、心配、中毒(ギ

ャンブル、酒、ゲーム)、争、ねたみ、過去の傷 等) 

  

1)創 3:15(彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにか

みつく) 

(1)キリストはサタンに勝利―すべての問題は完了した。 

①過去の問題:傷、罪悪感、怒り、憎しみの問題は解決 

②現在の問題:経済、病気の問題は解決され祝福となった。 

③未来の問題:天国の祝福・未来を恐れる必要はなく将来を期待する。 

(2)サタンは聖徒の敵である―聖徒はサタンに敵意を燃やす。 

2)ルカ 4:1(聖霊に満ちたイエスは、ヨルダンから帰られた。そして御

霊に導かれて荒野におり) 

(1)聖霊の満たしを受ける―キリストの信仰で満ちる。 

(2)心と考えが御言葉で満たされる―御言葉によりサタンに勝利する。 

(3)イエス様も御言葉でサタンに勝利された。 

3)ルカ 4:4(イエスは答えられた。『人はパンだけで生きるのではない』

と書いてある) 

①サタンの誘惑に対して御言葉(申 8:3)で勝利した。 

②聖徒は神の御言葉で生かされる―御言葉の書き起こしを実践・御言

葉の暗唱の実践(レムナント) 

4)ルカ４:8(イエスは答えて言われた。『あなたの神である主を拝み、

主にだけ仕えなさい』と書いてある) 

‣イエス様はサタンの誘惑(サタン崇拝、偶像崇拝)に対して御言葉(申

6:13)で勝利された。 

5)ルカ４:12(イエスは答えて言われた。「『あなたの神である主を試み

てはならない』と言われている」 

①イエス様はサタンの誘惑(飛び降りる時に守られる)に対し御言葉

(申 6:16)で勝利をされた。 

②御言葉に満たされる時に幸せになり、健康にもなる。 

6)Ⅰペテ 5:7-8(あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい/

あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、食い尽くす

べきものを捜し求めながら、歩き回っています) 

①サタンは考えを通して聖徒を騙す 

②思い煩いを主に委ねる(ピリ 4:6-7)－神の平安 

③ルカ 4:13(悪魔はしばらくの間イエスから離れた) 

―サタンは離れてもまた戻ってくるため御言葉を聞き続ける。 

結論:①マタイ 4:11(悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが

近づいて来て仕えた)－サタンに勝利 

②ルカ４:17(イエスは宣教を開始して、言われた。「悔い改めなさい。

天の御国が近づいたから。」)－イエス様はサタンに勝利した後、宣教

を始める(ルカ 4:14-15) 

‣神様が与えられた私、教会、

現場 

1．世の中で起きたこと 

(サタン‐12 の問題) 

2．世の中で起きていること

(サタン) 

1)素晴らしい戦略(内面世界) 

(1)人間尊重 

(2) 人間愛 

(3)人間を主人 

2)恐ろしい戦略(瞑想、接神) 

3)力のある戦略(霊媒,IT,映像) 

3．世の中に起きること 

1)災い、地震、2)戦争、テロ、

3)霊的な問題、4)精神病、 

不治の病、5)麻薬、6)自殺 

 

本論 

1．教会 

1)Ⅰコリ 3:16,Ⅱコ 2:12－31 

2)教会:マタ 16:17－20, 

使 13:48,マタ 18:18－20 

2．第 2 の RUTC 運動 

1)世に出る前に 

使 1:1，3，8－刻印 

2)待つ(答え)、神の国 

3)挑戦―聖霊(再創造) 

3．第 2 の RUTC 運動 

－問題と使命 

1)地域－RT 

2)国家－RT 

3)多民族 

 

結論:教会、教会堂 

1．個人の祈りの時間 

2．神様が与えられたものを見

つける 

3．霊的なサミット、技能サミ

ット、文化サミット 

4．多民族タウン 

5．教育院 

Healing Center 



区域地教会（2017 年 5月 7日～5 月 13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】      「悪魔の誘惑に勝利しよう」 （ルカ 4:1－13） 

   

【讃美】         388(348) 悪魔と戦え 

 

【祈り】  

①教会の祈りの課題 

 ・「第二の RUTC運動」（本部 元旦メッセージ）のメッセージの成就のために。 

 ・「第二の宗教改革」（福音宣教教会 元旦メッセージ）。全聖徒が万民王、万民祭司、 

  万民預言者の使命を成し遂げ、2017年に 1％福音化が成されるように。 

 ・3 つの運動（区域地教会，レムナント，8000教会･286人の宣教師）の成就のため。 

 ・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 

講壇メッセージを通した御言葉・祈り・伝道 

 

 

御言葉黙想 

Ⅰペテ 5:7－8「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさ

い。神があなたがたのことを心配してくださるからです。身を慎み、

目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける

ししのように、食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回って

います。」 

  

 

 

 

 

祈り 

天の父なる神様。私にサタンの存在を分からせて下さり、サタン

の誘惑、攻撃に勝利出来ることを感謝します。 

サタンは神様から人間を離れさせ、罪、サタンの支配の中で私を

苦しめてきました。しかし、イエス・キリストが、サタンに勝利を

され、私の全ての問題を解決されたことを感謝します。私に聖霊の

満たしを与えて下さり、キリストに対する信仰に満ちあふれさせて

下さい。イエス様がサタンに御言葉で勝利をされたように、御言葉

の書き起こし、暗唱などを通し、サタンに勝利をさせて下さい。 

私の不安、恐れを全て主に委ねます。キリストの中で私を平安で

満たして下さり、サタンの攻撃、誘惑に騙されることがありません

ように。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りを

します。アーメン 

伝道 

(対象者 3 名) 
   

今週の 

ミッション 

・講壇のメッセージの書き起こし 

・御言葉の暗唱(レムナント) 

【Memo】 

 

 

 

 

 

 


