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1.祈りの答えの条件 2.信仰のお祈り 3.切なるお祈り 4部礼拝「ただ神の国を求
めなさい」(ルカ 12:22－31)

▲祈りの答えを受けるためには神様の子供であること

が必要です。

1)神様の子供たちの権利－ルカ 11:2(イエスは、彼らに
言われた。「祈るときには、こう言いなさい。『父よ。

御名があがめられますように。御国が来ますように。』)
(1)神様はお父様であるので祈ることが出来る。
(2)私たちが神様の子供である事を信じて祈るべき。
(3)神様は良い父である為､子に良い物を与えたい。
－神様の望み、喜ばれることを祈るべきである。

2)御言葉にあって－ヨハ 15:7(あなたがたがわたしに
とどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまるな

ら、何でもあなたがたのほしいものを求めなさい。そ

うすれば、あなたがたのためにそれがかなえられます)
(1)神様の言葉(願い)にとどまるなら神様はどのよう
なことも答えられる－神様の国を求めることである

(2)神様の国の為に、救いが成され、悪魔の国を打ち
砕く事が目的－神の国の為に衣食住,健康を与える。
(3)日本には全ての物があるがキリストだけがない。
－キリストを知らなければ、滅び・不幸となる。

(4)キリストを伝え弟子をたてる為に私を遣わした。
－神様が願う祈りをすれば必ず答えを下さる。

3)イエス・キリストのお名前で－ヨハ 14:14(あなたが
たが、わたしの名によって何かをわたしに求めるなら、

わたしはそれをしましょう)
(1)イエス様の名前で祈る－多くの答えを受ける
(2)救われても祈らない人は答えがない。

4)イエス様のたとえ
(1)ある人の家に友人がきて「パンを3つかしてくれ」
と頼む(友人が他の友人をもてなす食事が無い為)
(2)頼まれた人が、家族が寝ているためにパンを渡す
ことは出来ないと答える

(3)友人は、パンをかしてもらうために叩き続けた
－諦めないことを分かったので友人にパンを出した

(4)諦めない信仰を持って、祈るべき。
－願い続けるなら必ず答えられる

(5)主は十分与える事が出来る－信仰で祈り続ける

1)ルカ 11:8(あなたがたに言いますが、彼
は友だちだからということで起きて何か

を与えることはしないにしても、あくまで

頼み続けるなら、そのためには起き上がっ

て、必要な物を与えるでしょう)
・諦めずに祈り続ければ答えを下さる。

2)ルカ 11:9(わたしは、あなたがたに言い
ます。求めなさい。そうすれば与えられま

す。捜しなさい。そうすれば見つかります。

たたきなさい。そうすれば開かれます)
3)マル 11:23-24(まことに、あなたがたに
告げます。だれでも、この山に向かって、

『動いて、海に入れ』と言って、心の中で

疑わず、ただ、自分の言ったとおりになる

と信じるなら、そのとおりになります。だ

からあなたがたに言うのです。祈って求め

るものは何でも、すでに受けたと信じなさ

い。そうすれば、そのとおりになります)
(1)自分の願った通りになると信じるな
らその通りになる

－祈り求めたものを受けたと信じる。

(2)信仰を持って祈るべきである
－たくさんの答えが与えられる。

4)ヤコブ 5:15(信仰による祈りは、病む人
を回復させます。主はその人を立たせてく

ださいます。また、もしその人が罪を犯し

ていたなら、その罪は赦されます)
5)Ⅰヨハ 5:14-15(何事でも神のみこころに
かなう願いをするなら、神はその願いを聞

いてくださるということ、これこそ神に対

する私たちの確信です。私たちの願う事を

神が聞いてくださると知れば、神に願った

その事は、すでにかなえられたと知るので

す)

▲機械的に祈るのではなく、感情も持って切実な心を持

って祈るべきである。

1)Ⅱ列 20:2-3(そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて、主に
祈って、言った。「ああ、主よ。どうか思い出してくだ

さい。私が、まことを尽くし、全き心をもって、あなた

の御前に歩み、あなたがよいと見られることを行ってき

たことを。」こうして、ヒゼキヤは大声で泣いた)
・大声で泣く－切実に祈った・感情の強い祈りを神様

は望んでいる。

2)エレ 33:1-3(エレミヤがまだ監視の庭に閉じ込められ
ていたとき、再びエレミヤに次のような主のことばがあ

った。「地を造られた主、それを形造って確立させた主、

その名は主である方がこう仰せられる。わたしを呼べ。

そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの知らな

い、理解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう)
(1)主を呼べ：『大声で叫び求める』(韓国語聖書訳)
－叫び求めるということは切実なこと

3)Ⅰペテ 3:12(主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼
らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は、悪を行う者に

立ち向かう)
(1)祈る前に人を赦して、憎む人がいれば、和解して
から祈るべきである。

(2)主に自分の罪を悔い改めるべきである。
(3)赦せなければ、憎む人を許す心を頂くように祈る。

4)神様の国の為に祈る－神様はあふれるばかりに答え
結論

(1)祈りは霊的な呼吸である－霊的には不可欠である
・一心、全身、持続で祈るべき

(2)聖霊充満を求めて祈るべき。
(3)ルカ 11:13(自分の子供には良い物を与えることを知
っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が、求

める人たちに、どうして聖霊を下さらないことがありま

しょう)
①日本で信仰生活の為に霊的力、信仰を求める。

②聖霊の満たし－キリストの信仰で満たされる。

③日本福音化が成され、全てに大きな答え。

1859年
▲ヨベルの年(50年)
①1973年→1923年(50年後)
→1945年(22年後)
②1945年→1995年(50年後)
→2017年(22年後)

1．ただ
1)キリスト
創 3章、6章、11章
使 13章、16章、19章
未信者の 6つの問題

2)使 1:1、3、8
3)天命、当然、一心、ただ、
24時

2．神の国
ルカ 12:31－神の国、義

1)2017年－1％
Ⅰペテ 2:9

2)RUTC
3)区域地教会
レムナント

8000教会
4)日本、世界
マタ 24:14

3．加えて与える
1)ヘブ 11:8
2)モーセ－ヘブ 11:28
3)ルツ
4)ハンナ、Ⅰサム 1:11、2:21
5)初代－ローマ 16章



区域地教会（2017 年 7 月 9 日～7月 15 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】 「祈りの答えを信じなさい！」(ルカ 11:5－13)

【讃美】 484 心に悶えあらば

【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 11:8「あなたがたに言いますが、彼は友だちだからということで
起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるな

ら、そのためには起き上がって、必要な物を与えるでしょう。」

祈り

天の父なる神様。私たちを神様の子どもにして下さり、祈りの答

えを受ける者として下さったことを感謝します。神様の御言葉、神

様の願いを優先して、神様の国を立てることをまず第一に求めて祈

ることができますように。私が祈りの答えを諦めてしまう信仰があ

るのであれば、私の不信仰を打ち砕いて下さり、答えられるまで最

後まで祈り続ける者となれますように。また、神様に向けて切なる

心を持って信仰を持って祈り続けることができますように。今週に

多くの答えが与えられると信じます。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

申 7:15 主は、すべての病気をあなたから取り除き、あなたの知って

いるあのエジプトの悪疫は、これを一つもあなたにもたらさず、あな

たを憎むすべての者にこれを下す。


