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1.聖書の主人公 2.人生の根本問題の解決者キリスト 3.証人です 4部礼拝「ヨハネの福音書」
(学院福音化メッセージ)

▲聖書の主人公はイエス・キリストである。復活をされたイエ

ス様は弟子と出会い聖書について教えた。

1)聖書の中心部分―ルカ 24:44(「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」)
(1)全ての人間は生まれながら滅びの中にいる。
(2)創世記 3章の根本問題
①罪と呪い、②霊的な死・地獄の問題、③悪魔の奴隷

(3)聖書は救いを与えるために書かれた。
2)旧約聖書(モーセ五書、歴史書、詩歌書、預言書)
(1)モーセ五書―出 3:18(『ヘブル人の神、主が私たちとお会
いになりました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの

旅をさせ、私たちの神、主にいけにえをささげさせてくださ

い』と言え。」)
①人間の罪を解決する為に動物の血を捧げた

－しかし動物の血では問題を解決をすることが出来ない為

に真の祭司としてキリストが罪を赦す働きをする

②アブラハムが血の契約を握り子孫の祝福が臨む

(アブラハム、イサク､ヤコブ､ヨセフの祝福)
③血の契約を失いエジプトの奴隷として 400年苦しむ。
④血の生け贄を献げる時に奴隷から解放(出 3:18)。
⑤門とかもいに血を塗る―血を塗る時に災いエジプトから解放

⑥血の契約はキリストの血を意味(血により罪の赦し)
(2)歴史書と預言書―イザヤ 7:14(「処女がみごもっている。
そして男の子を産み、その名を『インマヌエル』と名づける。」)
①預言者は神から離れた人間に神に出会う道を教える。

－真の預言者として、イザヤ書の約束通りキリストが来られ

神に出会う道を開く

②神様が共にいて下されば必ず勝利をする

③福音を回復した時にバビロンの捕囚から解放される。

(3)詩歌書―詩 110:1(「主は、私の主に仰せられる。「わたし
があなたの敵をあなたの足台とするまでは、わたしの右の座

に着いていよ。」)
①詩歌書は王であるイエス様を讃える歌

②キリストが悪魔の頭を踏み砕き悪魔の圧制から解放

－キリストを信じる時に解放をされる。

(4)キリストが真の祭司、真の預言者、真の王として
罪、神から離れた問題、サタンから解放をする。

3)聖書はキリストを証言している (ルカ 24:27、ヨハ 5:39)

▲聖書はキリストは人生の根本問題の解決者であ

ることを言っている。

1)キリスト:マタイ 16:16(「シモン・ペテロが答え
て言った。「あなたは、生ける神の御子キリス

トです」)
(1)ペテロがイエス・キリストを分かる。
(2)サタンは救いを分からせないようにするが、
神様は救いを重要視される。

(3)イエスの十字架の死により聖徒が救われた。
(4)弟子達はイエス様の復活を信じれなかった。
－エマオに向かう二人の弟子

①私たちの姿―教会でもイエスはキリストであ

っても自分の問題は解決されないと思う

②神様の御言葉を信じる者となるように。

2)人生の全ての問題を解決－ヨハ 19:30(「イエス
は、酸いぶどう酒を受けられると、「完了した」

と言われた。そして、頭をたれて、霊をお渡し

になった。」)
3)十字架と復活―ルカ 24:46(「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、」)
(1)復活された理由―全ての問題を完了をする為
(2)復活されたことを信じる
―多くの御業と証拠が現れる

4)救い－ローマ 10:13(「「主の御名を呼び求める
者は、だれでも救われる」のです。」)

5)キリスト以外には救いはない－使 4:12(「この方
以外には、だれによっても救いはありません。

天の下でこの御名のほかに、私たちが救われる

べき名は人に与えられていないからです。」)
(1)キリストを知る者が証人である。
(2)救いを知っていることは素晴らしい恵み。
(3)キリストは十字架と復活で全ての問題を完了
した。

▲キリストが全ての問題を終わらせ

たことの証人。

1)あらゆる国の人々に
－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」)
・聖徒達を通して福音の運動が

全世界に広まる。

2)証人－ルカ 24:48(「あなたがたは、
これらのことの証人です。」)
(1)イエス・キリストの証人である。
(2)自分の能力とは関係ない。
(3)キリストを信じる者が証人。

3)聖霊の力－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。」)
・自分の力とは関係なく証人と

なる

・聖徒は主人公である

▲結論

(1)証人の人生を続ける
(2)全ての答えが与えられる
(3)主が生きておられることを体験

キリスト

神の国

聖霊

ただ

唯一性

再創造

祈り

アイデンティティ

業

1．キリスト
1)いつから－はじめｋら
2)光りとしてきた(受け入れた）
3)バプテスマのヨハネ
2．カナの婚礼
1)問題は家庭から
2)カナの婚礼
3)奇跡の時刻表－主人
3．神殿のきよめ
1)商売
2)レムナント
3)異邦人、237か国
4．十字架の前の事件
1)足を洗う奴隷
2)約束－助け主が共に
3)聖霊の働き
5．復活の約束
1) 完了した－ヨハ 19:30
2) 3日目に復活した
盗難説、幻想説、気絶説

3) 小羊
4) 結論
・ヨハ 14:16－17
・ヨハ 14:26－27
・ヨハ 16:13
・ヨハ 16:33



区域地教会（2017 年 10 月 1 日～10 月 7 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】 「あなたがたはキリストの証人です」(ルカ 24:44-49)

【讃美】 415 (292)主イエスなしには

【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 24:48－49「あなたがたは、これらのことの証人です。
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。」

祈り

天の父なる神様。あなたの大いなる恵みに感謝を捧げます。

旧約聖書から約束をされていたイエス・キリストが私の罪、

神様から離れた問題を解決し、サタンから解放して下さった

ことを感謝します。今日の時間にも、私の人生の根本問題

を解決されたキリストに対する信仰をかたく持たせて下さい。

また、キリストの証人としての歩みを歩ませて下さい。

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


