
    年  月   日   週目 主日      神                   
世 中 人   病 仕事   問題 持      多  問題 苦   中  宗教等 求    解決       真 解決 道      信               御存  

      様 弟子           質問           関心 持           

1.イエス様の関心 2.イエスは神のキリスト 3.全てをかける価値 主日 4部「病気を治す伝道
運動」(ルカ 9:1－6）

1)世の中の人のイエス
についての理解

(1)未信者の理解－イ
エス様を世界四大聖

人(ブッダ,孔子,ソク
ラテス､イエス様)と
して理解

①間違った理解の為、

人生が苦しく、滅びの

道へ行く

②悪魔が滅びさせる

③宗教は全て同じで

あると誤解している

(2)異端の宗教
①エホバの証人－キリ

ストを神と信じない

②幸福の科学－真の神

について間違いがある

2)イエス様の質問
－ご自身について質問

(1)ルカ 9:18(イエス
がひとりで祈ってお

られたとき、弟子たち

がいっしょにいた。イ

エスは彼らに尋ねて

言われた。「群衆はわ

たしのことをだれだ

と言っていますか。」)
①イエスキリストに

対する正しい理解

－イエス様の関心

②聖書の中で一番重

要な内容

③ペテロは「神のキリ

ストです」と答えた

－正しい理解

－正しい信仰告白

▲未信者は、目に見えない神様を求めているが、形ある偶像を拝ん

でいる。また何かに執着をしており、悪魔の奴隷として歩む。

1)全ての人間の根本問題
(1)悪魔の支配:ヨハネ 8:44( あなたがたは、あなたがたの父であ
る悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げた

いと願っているのです)
(2)罪と咎:ローマ 3:23(すべての人は、罪を犯したので、神からの
栄誉を受けることができず)
(3)霊的な死:エペソ 2:1(あなたがたは自分の罪過と罪との中に死
んでいた者であって)

2)未信者の 6つの問題
(1)霊的な問題－偶像,宗教の問題、(2)精神問題－うつ病,ストレス
(3)肉体問題－病気、中毒、(4)家庭の問題－夫婦・子どもの問題、
(5)来世の問題－死後、地獄へ行く、(6)後代遺伝の問題

3)問題解決の道－キリストがサタンに勝利した
(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)
(2)全人類が悪魔の奴隷の生活－キリストだけが救いの道
(3)ヘブル 2:14－15(その死によって、悪魔という、死の力を持つ
者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々

を解放してくださるためでした)
・多くの人が死と地獄を恐れている－キリストは死の力を持つ

悪魔を倒し命を与えて天国への道を開いた。

(4)Ⅰヨ 3:8(神の子が現れたのは悪魔のしわざを打ちこわすためです)
①人間は､家庭や職場､人間関係を通し肉的な争い､葛藤をする。

②その背後に悪魔の働き－キリストは問題の原因である悪魔

の力を打ち砕く－死の力から解放され真の幸せ

4)ルカ 9:20(では、あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。」
ペテロが答えて言った。「神のキリストです。」)
(1)ジョン・カルヴァン:マタ 16:16、マル 8:29、ルカ 9:20の
キリストの意味は同一の意味である。

(2)イエス・キリスト(①真の王－悪魔、サタンに勝利、
②真の祭司－罪の赦し、③真の預言者－霊的な死の問題を解決)
(1)ユダヤ人はローマ帝国に勝ち、属国から解放する人を求めた
－キリストは悪魔から解放し霊的な問題を解決するために来た

(2)神様は、キリストが真の問題の解決者であることを体験してほ
しいと願っている(病の癒し、個人個人の問題の解決）
(3)自分の問題は悪魔、悪霊が与えたことを理解
－イエス・キリストは悪魔、悪霊のしわざを打ち砕かれた

1)ルカ 9:23-24(だれでもわたしについて来たいと思うなら、
自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そしてわたしについ

て来なさい)
(1)イエスによって霊的な命を得たので命を生かす為に歩む。
(2)イエス様について行く者は誰でも自分の十字架を負え
①私を救う為にキリストは十字架で死なれ、三日目に復活

されて永遠の命を与えて下さった(ルカ 9:22）。
②イエス様が自分を犠牲にされたように、私達も自分のた

めに生きるのではなくキリストのために生きていく。

③キリストの中に全てある－コロ２:３(このキリストのう
ちに、知恵と知識との宝がすべて隠されているのです)
④成功する人の道は真の王に従っていく道である。

－イエス様は力ある方であるのでイエス様についていく

中で仕事、勉強も主がなさる(キリストを私の主人とする)。
2)Ⅰヨハ 5:11-12(そのあかしとは、神が私たちに永遠のいの
ちを与えられたということ、そしてこのいのちが御子のうち

にあるということです)
(1)イエス様に命があることを分かれば主についていく。
(2)勝利者キリストについていくことは恵み。

3)マタ 28:18(「わたしには天においても、地においても、い
っさいの権威が与えられています。」)
(1)真の力を持つ、真の王についていくことは幸せの道
(2)天と地の権威を持つ方について行く－多くの答え
(ex.ビル・ブライド－仕事の成功を捨てキリストについて
いくことを決断したところ、CCCを通して全世界の 169
カ国、3万人の人々に福音を伝え、テンプル賞(キリスト教
のノーベル賞)を受賞するようになる－主に従うほど答え)
(3)キリストに全てあることを信じついていく－幸せな道

4)申 33:29(しあわせなイスラエルよ)
(1)イエス様について行くことが恵み
(2)主が私の主人である－主が私のすることを成される。
(3)今週の御言葉を握りついていくように。

5)ヨハ 10:10(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－キリストを主人とする者に豊かな祝福。

結論：①キリストについていく－キリストを主人とする

②御言葉を信じて祈る－御言葉を聞く時に信仰が生ま

れる(ローマ 10:17)。お祈りする時に聖霊の満たし
(使 1:8)－聖霊の満たされる時に力を受け、病は癒される
③キリストについていきキリストの力を体験する。

1．方法
1)イエス・キリスト
－2大使役
①伝える、教える(ルカ 4:43)
②いやし(ルカ 6:19）

2)弟子
①使 3:1－6
②使 9:32－43

3)使 8:4－8
4)使 14:8－10
使 16:16－18
使 19:12

2．癒し主
1)使 15:26
イザヤ 53:5
マタ 8:16－17
Ⅰペテ 2:24

2)霊的な癒し
①Ⅰヨハ 3:8
②マル 10:45
③ヨハ 14:6

3)心、精神
マタ 11:28
①救いの感謝

②御言葉の黙想

4)肉
5)ヨハ 19:30

3．権威
1)マタ 10:1
2)マル 3:15
3)ルカ 9:1
4)ルカ 10:19
5)マル 16:15－17
6)ヤコ 5:14－16
7)Ⅰペテ 2:9

結論

①イエスを主人にする

②御言葉を信じる信仰を持つ

③祈り、権威を使う



区域地教会（2017 年 6 月 25 日～7月 1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】 「神のキリストです」(ルカ 9:18-27)

【讃美】 455「主にすがる我に」

【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

ルカ 9:23「イエスは、みなの者に言われた。「だれでもわたしについ
て来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そして

わたしについて来なさい。」」

祈り

天の父なる神様。イエスは「神のキリスト」です。問題や葛藤の中

でも、いつも信仰の告白をすることが出来ますように。また問題を

もたらすサタンの力が打ち砕かれたことを信じ、私の病、問題が解

決されたことを体験することが出来ますように。また、自分を捨て

て、イエス様に従う者として下さり、キリストの力、また、キリス

トに全てあることを味わうことが出来ますように。私の思い煩いを

全て主に委ね、キリストを主人とした歩み、御言葉に従う歩みをす

る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

癒  関  
聖書 御⾔葉

出 15:26「そして、仰せられた。「もし、あなたがあなたの神、主の声
に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行ない、またその命

令に耳を傾け、そのおきてをことごとく守るなら、わたしはエジプト

に下したような病気を何一つあなたの上に下さない。わたしは主、あ

なたをいやす者である。」


