
    年  月   日   週目 主日      信仰   主 御業             

全聖徒伝道キャンプが行われ、各地教会で主の働きが成されています。また、対馬教会設立感謝礼拝がささげられるようになりました。8月 15日は終戦記念日であり、
戦後 72年が経過をしています。しかし、世界の情勢をみると、様々な紛争や戦争の噂などあります。このような状況の中で、私たちは信仰を強く持つべきです。

1．福音の信仰 ２．信仰による祈り ３．伝道に対する信仰
4部:「カルバリ丘の
神殿」使 1:1－3

1)創世記 3章の根本問題－戦争などの災い
(1)原罪、罪－呪い、災い
(2)悪魔、悪霊の働き－運命
(3)神様の霊が離れる－霊的な死

2)サタンの奴隷
(1)お盆－先祖の霊を拝むこと－偶像崇拝
(2)偶像崇拝－Ⅰコリ 10:20(いや、彼らのささ
げる物は、神にではなくて悪霊にささげられ

ている、と言っているのです。私は、あなた

がたに悪霊と交わる者になってもらいたく

ありません)
・偶像崇拝－背後に悪霊の働き

(3)悪霊の働き－悪霊が政治家などの権力者
に働き、戦争などの問題に発展していく。

3)イエス・キリスト－Ⅰヨハ 3:8(罪を犯してい
る者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから

罪を犯しているからです。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)キリストが真の王､真の祭司、真の預言者
(2)真の王として悪魔の力を打ち砕いた。
－悪魔の奴隷から解放された。

4)神様の子ども－主が共にいる・守り・導く
－詩篇 23:1(主は私の羊飼い。私は、乏しい
ことがありません)

5)神様が責任を持つ－詩編 23:5(私の敵の前で、
あなたは私のために食事をととのえ、私の頭に

油をそそいでくださいます。私の杯は、あふれ

ています)
－衣食住・生活を主が責任を持って守る。

6)信仰－ローマ 10:17(そのように、信仰は聞く
ことから始まり、聞くことは、キリストについ

てのみことばによるのです)
(1)講壇のメッセージを繰り返し聞くこと、
区域地教会を通して御言葉を分かち合う

(2)御言葉を繰り返し聞くことで信仰が強く
なる。

▲信仰を持って祈る時に主の御業が成就。

1)ツァラアトの信仰－ルカ 17:13(声を張り上
げて、「イエスさま、先生。どうぞあわれん

でください」と言った)
(1)10人のツァラアト(ハンセン病）
－イエスに信仰を持って叫ぶ

(2)聖徒も病､問題の時に信仰を持って祈る。
－主は癒す力があることを信じて祈る。

2)信仰による癒し－ルカ 17:19(それからその
人に言われた。「立ち上がって、行きなさい。

あなたの信仰が、あなたを直したのです。」)
(1)信仰の祈りの結果－癒しの御業が成就。
(2)神様は全知・全能なる神様
・人間的には不可能に見えることも癒す

ことが出来るお方である。

3)からし種の信仰－ルカ17:6(しかし主は言わ
れた。「もしあなたがたに、からし種ほどの

信仰があったなら、この桑の木に、『根こそ

ぎ海の中に植われ』と言えば、言いつけどお

りになるのです)
(1)私たちの信仰の通りになる－信仰を持つ
(2)病、経済の問題－信仰によって解決

4)主に栄光・感謝－ルカ 17:15－16(そのうち
のひとりは、自分のいやされたことがわかる

と、大声で神をほめたたえながら引き返して

来て、イエスの足もとにひれ伏して感謝した。

彼はサマリヤ人であった)
(1)問題が解決された時－主に栄光を帰す。
(2)神様に向けた感謝を回復をする。
(3)問題・病が残されてる聖徒
(問題解決の時刻表を待つ人)
①福音によって問題は解決されている。

－主が守るので問題・病の中で滅びない。

②キリストによって全ての祝福をもらった

－問題の中に神様の計画がある。

③問題、病の中でも感謝を回復するべき。

▲問題の中にあっても主が伝道者として下さる。

1)伝道の祝福－使徒 1:8(しかし、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／わたしの証人とな

ります。」)
(1)聖徒の問題はキリストによって解決－証人となる。
(2)問題・病が残されている状態－伝道者として用いる
(3)ヨセフ－奴隷・監獄の問題・苦しみの中でも神様が
共におれらることを証しをした。

(4)神様は問題に素晴らしい計画を用意しておられる。
－落胆をせず、福音を伝える歩みをする。

2)伝道に対する不信仰
(1)カナンの地での不信仰－10人の偵察隊
①モーセの時代－神様は、イスラエルの民にキリストが

生まれるカナンの地を治めて行くように命じる。

②カナンの地を探るために 12人の偵察隊が派遣する。
③10人の偵察隊の不信仰－イスラエルの民も不信仰
(3)不信仰の結果－民 14:29(わたしにつぶやいた者で、
20歳以上の登録され数えられた者たちはみな倒れて死ぬ)
①不信仰の結果－40年間、荒野をさまよう。
②信仰のあるヨシュア、カレブと 20歳未満の人
－カナンの地に入るようになる。

3)カレブの信仰－ヨシュア 14:12(どうか今、主があの日に約
束されたこの山地を私に与えてください／主が私とともに

いてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払

うことができましょう)
(1)40年以上経過した後にも、カレブには約束への信仰
－神様が約束された地であれば与えられるという信仰。

(2)カレブの伝道:カナン征服／聖徒の伝道:福音を伝達
(3)聖徒も日本福音化、現場の伝道が成される信仰を持つ

4)1％の福音化の信仰－使徒 18:9－10(この町には、わたしの
民がたくさんいるから」と言われた)
(1)「1％の福音化」が成されることを信じる－主が成就
(2)聖徒の現場に主の民がたくさんいることを信じる。

5)共に祈る－使 1:14(みな心を合わせ、祈りに専念していた)
(1)神様の約束を信じて祈る－聖霊の満たし
(2)伝道の働きが成されるようになる。
▲結論:①福音、御言葉の信仰を確信する。

②信仰を持って主に祈りをする。

③主が 1％福音化をなさることを信じて伝道をする。

▲序論

1．サタン－偶像神殿
2．ソロモン神殿
ゼルバベル神殿

ヘロデ神殿

3．マルコの屋上の間

▲本論

1．カルバリの丘の影
1)創 6:14
2)モーセの幕屋運動
3)契約の箱の運動
4)神殿運動
5)ハガ 2:1－9

2．カルバリの丘の成就
1)マタ 16:16－20
(1)岩
(2)ハデスの門
(3)天国の鍵
カルバリ丘の神殿

(出 3:18）
2)使 1:1－3
3)使 1:8

3．未来
1)ヨハ 14:1－27
2)使 1:11

▲結論

①Holy Mason
(ローマ 16章）
②R-t Room
③237か国の弟子



区域地教会（2017 年 8 月 13 日～8月 19 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】 「信仰による主の御業」(ルカ 17:11－19)

【讃美】 434(384） 救い主イエスと

【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 17:19「それからその人に言われた。「立ち上がって、行きなさ
い。あなたの信仰が、あなたを直したのです。」」

祈り

天の父なる神様。あなたの救いの恵みを感謝します。

今週も、福音の信仰をかたく持つことが出来て、キリストによっ

て全ての問題は終わったことを確信を持てますように。また、神様

の子どもであるので、神様が全てのことを責任を負って下さること

を信じられますように。キリストによって全ての問題が解決された

ことを信じて祈り、私たちの問題が解決され、病が癒されますよう

に。主が、１％福音化をなさることを信じ、私たちの現場、家族を

生かす恵みがありますように。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

詩 103:3-5 主は、あなたのすべての咎を赦し、あなたのすべての病

をいやし、あなたのいのちを穴から贖い、あなたに、恵みとあわれみ

との冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの

若さは、わしのように、新しくなる。


