
2017 年 6 月 11 日（24 週目）主日メッセージ 「カルバリの 7 つの契約」（イザヤ５３：４－５） 
歴史の中心はイエスキリストです。イエスキリストを通して神は祝福を与えます。イエス様は神の子供であるが、人の体をとってこの世にこられました。私の罪を負って解決をされました。 

 

１．キリストの贖い 2．主が下さるもの－平安 3．問題の中でのイエス様の祝福 主日 1 部「恵みの信仰」（エペ 2:8－9） 

1)旧約の小羊の血(モーセの幕屋にて） 

(1)青銅の祭壇(幕屋の入り口） 
－毎日罪のための生け贄を捧げた 

①罪のために血、贖い 

②罪の身代わりとして小羊を捧げた 

2)新約の小羊 (1)イエス

様は神の小羊 
①罪のないイエスが私達の為に死んだ 

②青銅の祭壇はイエス様の十字架の死 

③青銅の祭壇で小羊を献げて前に進む 

-ヨ 14:6(わたしを通してでなければだれひ 

とり父のみもとに来ることはありません) 

(2)カルバリの十字架 

－イエス様は体中に鞭で打たれ傷を負 

い十字架で両手足から血を流された 

(3)十字架についての科学的証拠 
①ロン・アイワット(考古学者・探検家・ 

1982 年 1 月)－カルバリの丘の岩にし 

み込むイエス様の血を発見した。 
・血の主は男性のものであった 

・人間は 23 個(父親)＋23 個(母親) 

＝46 個の染色体を持って生まれる。 

･岩にしみこんでいた男性の血は 24 個 

の染色体(母親だけの染色体)を持つ 
－イエスが処女マリヤから生まれた証拠 

②聖書に書かれている非科学的なこと 

－事実であることが証明された 

(4)イエス様は、体､魂､霊で贖いを成就 
①モーセの幕屋の中の至聖所のところ 

には契約の箱の上に「贖いのふた」 

－大祭司は１年に１度､至聖所に入り 

「贖いのふた」に贖いの血をふりかけた。 
②イエス様の十字架にかけられた６ｍ 

下のところに契約の箱－イエス様が十 

字架にかけられた時に流された血が、 

契約の箱の贖いのふたにかかっていた。 

③至聖所の契約の箱だけではなく、地 

上にある契約の箱の「贖いのふた」に 

もイエス様の血がかけられた。 

１)イザ 53:5－6 

(1)7 つのイエス様の苦しみ 
①罰せられた、②打たれた、③苦しめられた 
④刺し通された、⑤砕かれた、⑥懲らしめられ 
た、⑦痛めつけられた。  

(2)弟子たちに裏切られた事 

 (3)偽りの預言者たちを通して苦しみ 

2)十字架の愛－信じなければ憎しみの中にいる 
3)イエス様は十字架の上で全存在をかけて最後 
まで苦しんだ－命を天の父に捧げた 

 4)イエス様は全ての良い物を与える－ローマ 8:32 

(どうして御子といっしょにすべてのもの を私たちに 

恵んで下さらないことがありましょう) 

5)主の御前に大胆に近づくべき。 
6)神様の７つの代表的な名前（旧約聖書) 

①アドナイ･イルエ－主は備える 

(創 22:14） 
②アドナイ・ロフェ－主はいやし主 

(出 15:26) 

③アドナイ・ニシ－主は勝利の旗 

(出 17:15) 

④アドナイ・シャローム－主は平安・平和 

           (士師記 6:24) 

⑤アドナイ・ロイ－主は私の羊飼い 

(詩 23:1) 

⑥アドナイ・チズケーヌ－主は義である。 
           (エレ 23:6) 

⑦アドナイ・シャマ－主はここにおられる 

           (エゼ 48:35) 

＊神様の名前はキリストにあって与えられる祝福 
7)マタ 11:28-29(すべて、疲れた人、重荷を負ってい 

る人は、わたしのところに来なさい。わたしがあな 

たがたを休ませてあげます) 

(1)魂と霊の安息についての聖書箇所である。 
(2)霊の安息－イエス様を信じた時に与える安息。 
(3)魂の安息－イエス様を見上げ、イエス様と共 

  に前進していく時に与える安息。 
(4)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)マタ 14:28-33(イエスは「来なさい」と言われ 

た。そこで、ペテロは船から出て、水の上を歩い 

てイエスの方へ行った） 
(1)ペテロはイエス様の言葉を聞いて、船から 
降りてイエス様のところに行った。 
(2)ペテロは、イエス様の言葉を信じ、どんな 

波や風が吹こうとイエス様に向かった 

－これが信仰生活である。 

(3)波や風(問題)の中でイエス様から目を離す時
－この世の現実の問題に引きずられる  

(4)ペテロのように、問題の中で「主よ。助け 

て下さい。」という人もいる。 
(5)世の中の現実の問題を見るか、イエス様の 
祝福を見るかを決めるのは私たち自身。 
 

2)イエス様の祝福－7 重の福音 
①義認－キリス トにあって罪のない者へ､ 
②聖化－復活の命で聖められイエス様の姿へ､

③いやし 
④神の健康 
⑤平和と安息 
⑥復活の命 

⑦神の栄光 
 

3)ヨハ 1:5(光りはやみの中に輝いている。やみ 

はこれに打ち勝たなかった) 

(1)私たちに失望の暗闇があっても光である 
イエス様がいれば闇は消えていく。 

(2)イエス様が輝いているなら大丈夫である 
(3)全ての祝福はキリストを通して与えられる 

(4)神様は有り余るほど与えられる 

－偉大な供給者である神様に必要を求める 

▲サタンの騙し、惑わし 

①滅びにいることを分からないようにさせる 

②救いを受けるために苦労をすると思わせる 

③信徒が信仰生活が難しいと思わせる 

1．なぜ人間は救われなければいけないか 

1)エペ 2:1 

①アダムとエバからサタン、罪、霊的な死 

②創 3:,6:,11:,③使 13:,16:,19:,④6 つの問題 

2)ヨハ 8:44 

・人間は悪魔の奴隷として滅んでいる 

3)御子イエス・キリストによって問題を解決 

①Ⅰヨハ 3:8、②マル 10:45、③ヨハ 14:6 

4)7 つの祝福:①聖霊の内住(Ⅰコリ 3:16、ヨハ 1:12) 

②聖霊の導き、③祈りの答え、④天使の動員、 

⑤悪魔を縛る力(ルカ 10:19)、⑥天国の市民権 

(ピリ 3:20)、⑦福音を伝える祝福 

 
2．恵みで成り立つ信仰生活 

1)エペ 2:8－恵み:ローマ 4:4－5－信仰によって成る 

・努力が全てでは無い－信じる時に成り立つ 

2)ローマ 4:2－3－神を信じたことが義とされる 

・神様の約束を信じる時に主が責任を負う。 

・アブラハムは信じた時に子供が出来た。 

3)創 22:2－主はモリヤ山で息子を捧げなさい 

－主の約束を信じて従った－主が責任を負う 

4)エペ 2:8－恵みの故に信仰によって救われた 

5)ヨハ 19:30－完了した 

6)ヘブ 4:12－御言葉を信じればその通りになる 

7)ヨハ 10:10－救われた者は信じる時に豊かな人生 

8)使 1:8－聖霊の力によって成り立つ 

 

3．聖霊充満になってから始める 

1)恵み、聖霊の満たしを受けてから始める 

2)御言葉の約束を持って始める－主日の御言葉 

3)エペ 2:8－恵みに故に信仰によって出来る 

4)ローマ 10:17－キリストの御言葉を聞き続ける 

5)キリストが主人になるとサタンは何も出来ない 
6)祈りをする－霊的な呼吸(息を吐く時:不信仰、 

息を吸う時:信仰､御言葉,聖霊の満たし)-信仰強く  

 

結論  

1)恵み,信仰,聖霊に満たされた人,キリストが主人に 
なる人になれ－成り立つようになる・ 1％の福音化 

2)約束を信じれば主がなさる(恵み） 

・ 30 人受け入れ、3 人の教会化は成り立つ 

・衣食住、知恵、経済力は全て神様が用意する。 



区域地教会（2017 年 6 月 11 日～6 月 17 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】 「カルバリの 7 つの契約」（イザヤ５３：４－５） 

 

【讃美】 194(260)「罪より救うために」 
 

【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 
イザヤ 53:5「しかし、彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通さ 

れ、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安 をも

たらし、彼の打ち傷によって、私たちはいやされた。」 

 

 

 
 

祈り 

天の父なる神様。イエス・キリストが私の罪の贖いをして下さり、 
全ての問題を解決して下さったことを感謝します。キリストの救いに

よって、私たちへの全ての祝福を用意して下さっていることを感 謝し

ます。神様の恵みをいつも味わいながら、自分がするのではな く、た

だ御言葉を信じる信仰によって私の成すべきことを成し遂げることが

できますように。また、キリストにある平安、安息を味わう 1 週間

となることが出来ますように。また、問題の中でも、カルバリの  

7 つの契約を味 わい、主の栄光を現していくことが出来ますように。

このお祈りを イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

アーメン 

伝道    

今週の 

ミッション 

・御言葉の黙想・暗唱・書き起こし 

・霊的な呼吸の祈り 

呼吸の祈り 

 息を吐き出す時 息を吸い込む時 

福音 私の悩みと心配を主に委ねます  イエス・キリストは全ての問題の解決者です 

信仰 私の不信仰を取り去って下さい  私に御言葉を信じる信仰を下さい   

御言葉   私の罪を許して下さい 私に御言葉に従う信仰を与えてください 

霊 
  私を邪魔するサタンの力は 

イエス・キリストの名で打ち砕かれよ      私に聖霊充満を与えて下さい  

感謝   私の過去の傷を全て捨てます 

 
全ての事を感謝させて下さい 

 


