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1.失われた人 2.キリストを求める人 3.伝道キャンプの人生 主日 4部礼拝 楊サンジン牧師

「伝道する教会」(Ⅰコリ 2:1-7)
▲ルカ 19:2(ここには、ザアカイという人
がいたが、彼は取税人のかしらで、金持ち

であった)
①ザアカイは罪人であることを知ってた

②ザアカイはその町の悪人であった

1)罪人であることを知っている人
(1)世の中の人は自分の罪を気づかない
－全ての人が罪人である

(2)アダムの子孫であるから罪人である
①罪を持ち、神様から離れて人類が腐敗

②自我の中で生きており罪人である。

(3)Ⅰテモ 1:15(「キリスト・イエスは、
罪人を救うためにこの世に来られた」と

いうことばは、まことであり、そのまま

受け入れるに値するものです。私はその

罪人のかしらです)
①パウロは何も罪はないと思い、キリス

トを必要ないと思っていた

②しかし、パウロは自分が罪人の頭であ

ることを悟る－神様はパウロを用いる

③罪人であることを知っている人

－失われた人である

2)悪魔の奴隷であることを知っている人
(1)悪魔は偶像崇拝を通して未信者を
苦しめる。

(2)悪魔から抜け出したいと思う人
－失われた人である。

3)霊的に死んでいることを知っている人
(1)マタ 9:12-13(「医者を必要とするのは
丈夫な者ではなく、病人です。『わたし

はあわれみは好むが、いけにえは好まな

い』とはどういう意味か、行って学んで

来なさい。わたしは正しい人を招くため

ではなく、罪人を招くために来たのです)
①主は罪人を招くためにきた。

②霊的に死んでいることを知っている人

－失われた人である。

1)救いを切に求める人－ルカ 19:4(イエスを
見るために、前方に走り出て、いちじく桑

の木に登った。ちょうどイエスがそこを通

り過ぎようとしておられたからである)
(1)ザアカイは自分にキリストが必要であ
ることを分かる

(2)ザアカイは人々から嫌われているので
群衆のところに行きたくなかったが主に

会いたくて勇気を出して進み出た

－キリストの救いだけを求めた

(3)恵みを受けるのに人の目や自分の立場
などは関係ない。

2)救いを喜ぶ人
(1)ザアカイは救いを求める人であった
(2)大喜びで迎えた－ルカ 19:6(ザアカイ
は、急いで降りて来て、そして大喜びでイ

エスを迎えた)－救いは大喜びをすること
(3)イエス・キリストによって救われた時に
サタンの苦しみ、運命から解放された

(4)救われたことに感謝・喜びを回復
－心の病、問題も解決をされる。

(5)聖徒にはキリストが必要－キリストの
必要性を分かる人を主は大切に思う。

3)救いの価値を知る人－ルカ 19:8(「私の財産
の半分を貧しい人たちに施します。また、だ

れからでも、私がだまし取った物は、四倍に

して返します)
(1)多くのお金を積んでも手に入らない救い
－主は無償で救いを与えた

(2)お金では比べものにならない程に価値
ある救い－ザアカイは救いの価値を分か

り財産を持って主に栄光を帰した

(3)ルカ 19:9(「きょう、救いがこの家に来
ました)－ザアカイは救いの価値を知り、
喜びがあった－家族も救われる

(4)ルカ 19:10(人の子は、失われた人を捜し
て救うために来たのです)－イエス様は救
われる人を捜して救うために来られた。

▲聖徒の人生は、福音を伝える人生である。

1)光を放つ人－イザ 60:1-2(起きよ。光を放て。あ
なたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いてい

るからだ)
・起きよ光を放て・主の光がきて輝いているから

－聖徒は起き上がりキリストの光を放つだけで

ある。

2)万人預言者－Ⅰペテ 2:9(あなたがたは、選ばれた
種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされ

た民です。それは、あなたがたを、やみの中から、

ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の

すばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるため

なのです)
(1)聖徒は福音を宣べ伝える伝道者－聖徒の本業
(2)伝道を出来るように恵みを下さった。

3)聖霊に満たされた人－使徒1:8(聖霊があなたがた
の上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。

そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、お

よび地の果てにまで、わたしの証人となります)
(1)イエスはキリストが全てのことを解決された。
(2)聖霊が私と共にいる－全ては神様がなさる。
(3)主が聖徒の主人である－伝道は主がなさる。
▲結論

(1)イザ 60:4-5(海の富はあなたのところに移され、
国々の財宝はあなたのものとなるからだ)
①伝道者の生活をする者に主が経済を与える。

②必要を満たす－伝道・宣教の為に経済・健康

・子供の祝福を回復する

(2)イザ 60:20-22(あなたの太陽はもう沈まず、あな
たの月はかげることがない。主があなたの永遠の光

となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからであ

る)
①伝道者の生活をする時に主は災いを止める

②8月 30日～31日の全聖徒伝道キャンプ

・世の中には悪い知らせが多い(地震、異常気象など)
・良い知らせの福音－魂の救い(霊的な救いを与える)、
不安な世の中でも希望、福音の中に神様の深い秘密、

福音に神様の答え

・イエスキリストの奇跡・癒し・魂の救いをされた。

・世の問題(精神疾患・児童虐待・いじめ・
－社会構造、職場、家庭に問題の原因

－霊的な問題に問題の原因がある

・イエス・キリストが霊的な問題を解決する道

－神様の祝福を受ける

・伝道を通して主が働きをなさる

・パウロは、アテネにて福音を伝達をするも福音を信じ

なかった。その先にコリントに導かれて福音を伝達し

て救いの御業があった。

・使徒 18:9－10(この町には、わたしの民がたくさんい
るから)－コリントでパウロが福音を伝えることが困
難になった時に与えられた御言葉である。困難の中で

もパウロも弱くなる時があった(Ⅰコリ 2:3)
・日本の 1％の福音化が今まで成されなかった現状。
・しかし、福音中心の中に多くの祝福がある。福音の中

で生きる時に伝道が成される。

・韓国の伝道と日本での伝道の働き－日本では宗教に興

味がない人が多く、様々な興味があるものが多かった

り、宗教があるため伝道が難しかった。

・イエスキリストは全ての人に福音を伝えることを願う

(マタ 28:19)。
・世の中で伝道を妨げること(個人主義・多元主義・相対
的なものであり絶対的なものはないとすること)こと
があるが福音を語り人々を救いに導くべき。

・教会の問題(伝道に消極的・伝道方法を聖徒に教えてい
ない）－伝道の教育をする時に伝道する教会となる。

・伝道の教育をしないと教会は衰退する。

・家にこもる教会ではなく、外に向かう教会になる。

・パウロは精神的に弱くなった後に、キリスト以外には

知らないと決心した(Ⅰコリ 2:2)
・福音の中に人生に対する答えがあることを伝える。

・福音の力を味わわないで人間的な方法で解決しようと

しても根本的には解決を出来ない。

・福音を伝達をする－世を神の国に変えることが目的

・イエス・キリストの福音によって世の中を変えること

が出来る－伝道＝魂の救い、病の癒し、悪霊が癒され、

色々な面で祝福をされる。

・聖霊の力によって(Ⅰコリ 2:4－5)
・正しく福音を伝える教会は、聖霊の働きにより正しい

実があるはずである。

・伝道をし続けることで福音の種をまき続ける。後は神

様に任せてただその方の救いのために祈り続ける。

・福音を伝えることは祝福である(ローマ 10:15、マタ
6:33、Ⅱテモ 4:1－2)－福音を宣べ伝えるべき



区域地教会（2017 年 8 月 27 日～9月 2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】 「失われた人を探して救おう！」（ルカ 19:1-10）

【讃美】 256(515)「目を上げ天を見よ」

【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 19:10「人の子は、失われた人を捜して救うために来たのです。」

祈り

天の父なる神様。今日も神様の恵みによって救いの恵み、喜び、感

謝を味わう日となれますように。そして、私たちの周りの中で、魂

の救いを必要としている人、失われた羊となっている人を生かす恵

みがありますように。私たちの人生がキリストの光を放つキャンプ

を中心とする伝道キャンプの人生となり、神様の答えを味わってい

くものとなれますように。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

箴 4:20-22 わが子よ。私のことばをよく聞け。私の言うことに耳
を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心のうちに保
て。見いだす者には、それはいのちとなり、その全身を健やかに

する。


