
    年   月   日   週目 主日      使徒 働 的教会  使徒         
使徒 働 的 教会    救  与  次世代 生  災  防    出来   日本 福音 伝     年        福音化 成      為 災  起        問題

 解決        福音化運動 第二 宗教改革 行          現在 日本 中   代 方   代 人  外出 出来  引     若者 多          理由 救 

          理由   使徒 働 的 教会 無      神様 使徒 働 的 教会      望        使徒 働 的 教会       教会      

1.永遠の契約 2.ただ祈りと聖霊 3.使徒の働き的教会 4部「第二の宗教改革運動」
(ローマ 16:25－27,Ⅰペテ 2:9)

▲使徒の働き的な教会とは永遠な契約

(ただキリスト・ただ神の国・ただ聖霊)を
持っている教会である。

1)ただキリスト－使 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)本来の人間は神様の形に創造された。
(2)人間の根本問題
①神様から離れた

②悪魔の誘惑

③原罪

(3)未信者の 6つの問題(悪魔の奴隷・偶像
崇拝・精神的の苦しみ・肉体の苦しみ・

死後地獄へ行く・子孫の問題)
(4)根本問題を解決する道‐イエスキリスト
①真の預言者－神様に出会う道を開く

②真の王－悪魔の手から救い出す

③真の祭司－罪を赦す

(5)ただキリストを信じる時に救われる。
(6)キリストは全ての問題を解決された
(ヨハ 19:30)

2)ただ神の国－使 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)イエス様を心の主人として迎える
－神の国(イエスが統治する国)が臨まれる
(2)自分の心、思い、家庭、職場に神の国が
臨まれる。

(3)神の国は、神様が王様になり悪魔は去る
3)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。」)
・神様の御国には聖霊が働かれている。

▲永遠な契約を持っている聖徒が「ただ

祈りと聖霊」を求めていると聖霊は働

かれる。

1)使 1:13-14(彼らは町に入ると、泊まっ
ている屋上の間に上がった。この人々

は、ペテロとヨハネとヤコブとアンデ

レ、ピリポとトマス、バルトロマイと

マタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党

員シモンとヤコブの子ユダであった。

この人たちは、婦人たちやイエスの母

マリヤ、およびイエスの兄弟たちとと

もに、みな心を合わせ、祈りに専念し

ていた。)
(1)初代教会が永遠な契約を持ちただ
祈りに専念をする時に使徒の働き的

な教会が誕生した。

(2)祈る理由－創 3,創 6,創 11の体質
①創 3章：自己中心
②創 6章：快楽中心
③創 11章：成功、名誉中心
④神の国が臨まないようにサタンは

邪魔をする。

2)刻印、根、体質－ただ御言葉と祈り
(1)イエス様が聖徒のために死なれた
－神様の子どもとされた。

(2)イエス様を主人として迎え入れる。
(3)キリストのために生きる人生。
－神の国が臨まれる。

(4)刻印、根、体質を変える方法がただ
御言葉と祈り、聖霊充満である。

3)聖霊充満
(1)私を聖霊で満たされるように。
(2)自分のための目的の人生でなく主
が願う世界福音化のために歩む。

(3)神様の国が臨むように。

▲初代教会が祈りに専念をしていた時に、五旬節の日に聖霊が

臨まれ使徒の働き的な教会が誕生をした。

1)使徒の働き的な教会：聖霊の働き
－使 2:1-4(五旬節の日になって、みなが一つ所に集まってい
た／また、炎のような分かれた舌が現れて、ひとりひとりの

上にとどまった。すると、みなが聖霊に満たされ、御霊が話

させてくださるとおりに、他国のことばで話しだした。)
(1)創 3章、6章､11章を捨て神の国の為に生きる－聖霊充満
(2)弟子－使 2:41(その日、三千人ほどが弟子に加えられた。)
・聖霊充満で使徒の働き的な教会が立てられ弟子が起きる

(3)教会の誕生－使徒 2:42(そして、彼らは使徒たちの教えを
堅く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。)
・使徒の働き的な教会がしたこと(①集まって祈りをした、
②使徒の教えを守り－御言葉を聞いた、③交わりをした、

④パンを裂き－聖餐式・食事を共にした、⑤祈りをした、

⑥礼拝をした－礼拝をする時に全ての答えを受ける)
2)使徒の働き的な教会：聖徒が一つになり全ての物を共有
－使 2:44-46(信者となった者たちはみないっしょにいて、い
っさいの物を共有にしていた。そして、資産や持ち物を売っ

ては、それぞれの必要に応じて、みなに分配していた。そし

て毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜び

と真心をもって食事をともにし)
(1)キリスト中心になる時に一つになることが出来る。
(2)悪魔は聖徒同士を葛藤等で一つになれないようにする。
(3)礼拝を通して神様との関係を回復する
(4)聖徒同士の関係の回復
－相手を理解し,愛し合い,赦し合い一つとなる。

3)使徒の働き的な教会：伝道する教会
－使 2:47(神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。
主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。)
(1)教会を通して人が救われる
(2)教会が喜び、感謝、楽しみ、賛美をして、聖徒の愛が溢
れる時－神様は教会に救われる人を送る

(3)聖徒一人一人がが教会の喜びを味わう
▲結論

①聖徒が教会の祝福を味わう・主人がキリストとなる。

②神様の国と聖霊充満を受ける

③自分がキリストの為、教会の為、伝道・宣教の為に生きる。

序論

宗教改革の 5つの原理
1．Sola Scriptura
2．Sola Chritus
3．Sola Fide
4．Sola Gratia
5．Sola Deo gloria

1．ただキリスト
(1)創世記 3:1－6、16－19
創世記 3:15

(2)聖書の主人公
ルカ 24:44
使徒 17:2－3

(3)王(詩編 2:2、ダニ 9:25－26)
ルカ 23:38、1ヨハ 3:8)

(4)ただキリスト－ローマ 1:16－17
(5)マタ 16:16(3つの務め）

2．聖書的伝道
(1) Ⅰペテ 2:9
(2) 使徒 5:42
(3) 創世記 3章、6章、11章
使徒 1:1、3、8
ローマ 12:1－2

3．第二の宗教改革



区域地教会（2017 年 10 月 15 日～10 月 22 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】 「使徒の働き的教会」(使徒 2:41-47)

【讃美】 276(510) 灯台はるか

【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 2:42(そして、彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、
パンを裂き、祈りをしていた。)

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。

神様の永遠な契約である、ただキリスト、ただ神の国、ただ聖霊

の契約を堅く掴むことが出来ますように。また契約を掴み

ただ祈りに専念をする中で、私の、自分中心、快楽中心、成功中心

の体質を癒して下さい。

また聖霊の働きにより、使徒の働き的な教会の祝福を受けることが

出来て、弟子が立てられ、全聖徒が一つになる恵みがあり、伝道

する教会となりますように。このお祈りをイエス・キリストの

お名前によってお祈りをします。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


