
    年   月  日   週目 主日     「天命,召命,使命」(使徒 1:1-8)
神様 子   礼拝      全  答  受     出来            十字架      後 復活   最後       残        復活           

   福音書   章    福音書 結論      使徒 働      福音書 結論  始        結論   握 時 多  答            

1.天命 2.召命 3.使命 4部「第２の宗教改革運動」
(ローマ 16:25－27、Ⅰペテ 2:9)

▲天命とは神様の命令－キリストを信じることが神様の命令

1)ただキリスト－使徒 1:1(テオピロよ。私は前の書で、イエ
スが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き)
(1)「前の書」(ルカの福音書)とは「福音」を意味する。
－キリストを完全に掴むべきである。

(2)ただキリストの信仰になるべき－勝利をする
(3)ただキリストを知らない者は災いを受ける
(4)ルターはただキリストの信仰を回復した
(5)カルヴァンはキリストの三つの務め(真の預言者、
真の王、真の祭司)の信仰を回復した。
(6)現在の教会が、ただキリストの信仰、キリストの三つの
務め〈真の王・真の祭司・真の預言者)を言わない
－教会に問題が起こるようになる

2)なぜ私に福音が必要であるのか
(1)創世記 3章の根本問題(悪魔の奴隷、罪、神様から離れた)
(2)根本問題はただキリスト(真の王､真の祭司,真の預言者)
によって解決

－ルカ 24:44－46(「わたしがまだあなたがたといっしょに
いたころ、あなたがたに話したことばはこうです。わたし

についてモーセの律法と預言者と詩篇とに書いてあること

は、必ず全部成就するということでした。」そこで、イエス

は、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、こう言われ

た。「次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、

三日目に死人の中からよみがえり)
3)ローマ 8:1-2( こういうわけで、今は、キリスト・イエスに
ある者が罪に定められることは決してありません。なぜな

ら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪

と死の原理から、あなたを解放したからです。)
(1)ただキリストのみが運命を変える
(2)未信者の頃に先祖から来た問題は運命から来る問題
(3)悪魔の奴隷から神の子供になり運命が変わる(ヨハ 1:12)

4)神様の子供の身分と権威
(1)神様が共にいる
(2)神様が導く
(3)祈りの答え
(4)天使が守る
(5)悪魔に打ち勝つ権威
(6)天国の背景がある
(7)世界福音化の権威

▲福音の信仰に伴い神様から召命を頂いている。

1)ただ神の国－使徒 1:3(イエスは苦しみを受けた後、
四十日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、

数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きてい

ることを使徒たちに示された。)
(1)神の国の反対は悪魔の国である。
(2)キリストが分からないと地獄の国になる。
(3)キリストを知ったので神様の国に生きている。
(4)なぜ神様の国の幸せを感じられないのか
－ただキリストの信仰になっていないため

2)ルカ 24:47(その名によって罪の赦しを得させる悔
い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の

人々に宣べ伝えられる)
(1)悔い改めとは自分の心の方向を変えること
(2)自分の力で生きて行こうと思っていた人生を
キリストを信じる人生に方向を変えること

(3)イエス様を信じる人の悔い改め
①創世記 3章の自分中心
②創世記 6章の快楽中心
③創世記 11章の自分の成功中心
④キリストを信じられるほど、自分中心、

快楽中心、成功中心から解放－伝道の門が開く

3)マタ 28:18-20(「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。

それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々

を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名

によってバプテスマを授け、また、わたしがあな

たがたに命じておいたすべてのことを守るよう

に、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終

わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」)
(1)福音を味わっている者を通して宣べ伝えられる
(2)教会がただキリストのみ、真の王、真の祭司、
真の預言者のキリストを回復するべき。

▲福音を地の果てにまで宣べ伝える

使命が生まれる。

1)ただ聖霊－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。

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)聖霊充満を受けると出来る。
(2)個人の悩みがいつ終わるのか
①ただ聖霊の力を受ける時に地の

果てにまで証人となります。

②聖徒が証人である。

2)力を受ける－ルカ 24:49(さあ、わ
たしは、わたしの父の約束してく

ださったものをあなたがたに送り

ます。あなたがたは、いと高き所

から力を着せられるまでは、都に

とどまっていなさい。」)
(1)御言葉を聞く時、黙想、祈る時
に聖霊充満を受ける。

(2)聖霊充満になる時
①キリストの力を信じる

②病気や死さえも恐れない

③再創造の御業が起こる

▲結論

①7000教会の牧師が伝道者のハン
ドブックを読んでただキリストの

みの信仰、真の王、真の祭司、

真の預言者の信仰を持つように。

②宗教改革 500周年記念名古屋大会
を通して、ただキリスト、神様の

国、聖霊充満のみの信仰となるよ

うに

５つの Sola
ただ聖書

ただキリスト

ただ信仰

ただ恵み

ただ神様に栄光

１.福音回復運動
1)創世記 3:15
2)出 3:18
3)イザヤ 7:14
4)マタ 16:16
5)ローマ 1:17
6)ローマ 16:25－27

2．聖書的な伝道回復
1)創世記 12:1－3
2)出 3:18
3)ヨシュア 1:1－8
4)イザヤ 60:1
5)マタ 28:18－20
使徒 1:8

3．伝道者
1)Ⅰペテ 2:9
2)3つの今日
3)62の伝道者の生活
4)使徒 1:8
5)ルカ 24:48－49



区域地教会（2017 年 10 月 8 日～10 月 14 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】 「天命,召命,使命」(使徒 1:1-8)

【讃美】 384 神はわがやぐら

【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
使徒 1:1(テオピロよ。私は前の書で、イエスが行い始め、教え始め
られたすべてのことについて書き)

祈り

天の父なる神様。あなたの救いの恵みに感謝を捧げます。私の

信仰がただキリストの信仰となりますように。また、創世記

3章から来る根本問題を解決されたキリストの信仰をかたく
掴み、神様の子どもとしての祝福を味わう人生となります

ように。また、ただキリストの信仰を持ち、真の幸せを回復し

キリスト中心の信仰を持つ中で、福音が宣べ伝えられる恵みが

ありますように。今日も聖霊の満たしをそそいで下さり、証人

となる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


