
2017年 11 月 5日 主日メッセージ(東日本神学校入堂感謝礼拝)「イエスがキリストであることを宣べ伝えるべき使命」(使徒 5:42) 
 

2011年の大震災がなぜ起きたのかを主に聴き続ける中で 2年前に主は教えて下さった。東北に伝道者が少ないのに、125年の歴史のある東北学院大学の神学部が閉学した直後に震災

が起きたのだ。それは偶然ではないです。その時から東日本神学校設立を祈りながら主が神学校を下さった。もう一度私たちに向けた主の願いを掴んで行きたいと思う。 

1. 災いの原因 2. イエスがキリストであることを宣べ伝える 3. 絶対的な使命 
及川東士長老の証 

（東日本神学校設立まで

の主の導き） 

災い（震災）の原因を聖書

から見ることができる。 

 

『(ヨナ 1:7-8) だれのせ

いで、このわざわいが私

たちに降りかかったかを

知ろう。」彼らがくじを引

くと、そのくじはヨナに

当たった。』↓ 

『(ヨナ 1:12)激しい暴風

雨は私のためにあなたが

たを襲ったのです。』 

 

▲主が行けと言われた二

ネべではなく、ヨナは反

対方向に進んでいった。

その時、船が嵐の中で転

覆しそうな問題があっ

た。聖書はその原因を、福

音を伝えないヨナのせい

だと言っている。 

 

この災いが日本起きたの

は、伝道者がいないから

起きたのである。 

 

いつも聖書を見ると 

福音を伝達する者を邪魔

するか、また伝道者がい

ないようにして滅びるよ

うにさせた。サタンは、霊

的指導者を作る神学校を

攻撃してきた。そして、自

由主義神学が入り、神学

校と教会の中で福音が薄

くなってきたのだ。よっ

て明確にキリストを宣べ

伝える必要がある。 

使徒 5:42『そして、毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを宣べ伝

え続けた』▲イエスがキリストであることが福音である。 

弟子たちの説教のポイントは、イエスがキリストであることであった。これが原

色福音、完全福音である。聖書では色々な箇所でそのような部分が記されている 

 

使 8:5『ピリポはサマリヤの町に下って行き、人々にキリストを宣べ伝えた。』 

使 9:22『しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明

して』使 17:3『「私があなたがたに伝えているこのイエスこそ、キリストなので

す。」と言った。』 

使 18:5『イエスがキリストであることを、ユダヤ人たちにはっきりと宣言した。』 

 

▲なぜ、初代教会の弟子がイエス・キリストであることをポイントにしたのか？

３つの理由があります。 

１）人間の根本問題はイエスキリストでしか解決できないから 

神から離れ、生まれながら原罪を持ち、サタンの奴隷になっている。その問題を

解決するためにキリストが送られた。 

 

2）明確にキリストを知らないと霊的問題が解決されないから 

私たちに深く刻印され根が降ろされた、『創世記 3章（自分中心）、創世記 6章

（肉中心）創世記 11章（成功中心）』が残っているとサタンが攻撃する。イエス

様を信じても幸せになれない理由がそこにある。どうやって解決しますか？完全

な解決者キリストしかいないのである。このキリストを主人にすれば終わるので

ある。キリストで十分である。キリストがすべて解放したので、このキリストを

聴くことによって完全に癒される。 

 

3）ユダヤ人がキリストを信じるために 

悪魔に捕えられたユダヤ人のような宗教人達が立ち返るには、明確に福音を伝え

る必要がある。ニューヨークで出会ったユダヤ人は、グラハム牧師と 60 年の付

き合いでも救われない。なぜでしょうか？王のキリストが弱いからです。(創

3:15)。日本の牧師は世界的にもまじめだが、イエスがキリストであることを明

確に伝えないと悪魔に捕えられた人が解放されない。宗教を持った人を解放する

ためには、王として来られたイエスキリストを明確に伝える必要がある。 

 

今、教会内の聖徒の中で、膵臓癌の末期の方が癒される奇跡が起きているように、

毎週のようにキリストの証がある。この福音を分かったこと以上に幸せなことは

ないし、イエスがキリストであることを宣べ伝える程の祝福はない。 

イエスがキリストであることを伝えれば、必ず変わるのである。 

いくら霊的な問題があってもイエスがキリストを掴めば変わるのである。 

１）３つのつとめの使命 

キリストは３つの素晴らしいつとめ（王、祭司、預言者の働

き）をしなさいという契約を下さった。 

キリストの名前で悪霊を追い出し、病を癒す王としての務め、

キリストの名前で赦しを与える祭司としての務め、 

聖霊で満たされ地の果てまで証人となる預言者となる務めが

あるのである。この３つの務めの中で、一番大事なのは預言

者のつとめである。預言者としての務めはやってもいいやら

なくてもいいことではなく、絶対的な使命なのである。 

(Ⅰペテロ 2:9)  

 

『(使 5:18～20)使徒たちを捕え、留置場に入れた。しかしと

ころが、夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、「行

って宮の中に立ち、人々にこのいのちのことばを、ことごと

く語りなさい。」と言った。』 

▲悪魔が邪魔するから問題が起きることもある。しかしその

時こそ、奇跡が起きるのである。主の御使いを遣わして 

この『いのちの言葉（イエスがキリスト）』をことごとく伝

達しなさいと使命を与えた。 

イエスがキリストであることを信じれば終わります。しかし、

伝える人がないと滅びてしまうのだ。 

 

2)迫害でも喜んでキリストを伝える使命 

『(使 5:40-41) 使徒たちを呼んで、彼らをむちで打ち、イエ

スの名によって語ってはならないと言い渡したうえで釈放し

た。 そこで、使徒たちは、御名のためにはずかしめられるに

値する者とされたことを喜びながら、議会から出て行った。 』 

▲迫害があっても、イエスキリストの御名を伝えることを 

喜ぶならば、サタンの方が負けるのである。（犬が吠えても

新幹線は走ります！） 

 

3)毎日福音を宣べ伝える使命 

『(使徒 5:42) そして、毎日、宮や家々で教え、イエスがキ

リストであることを宣べ伝え続けた。』 

▲教会（宮）で信者を教え、家々で未信者に伝えるように 

 

【結論】毎日イエスがキリストであることを宣べ伝える人に

なりましょう！ 

▲東日本神学校の設立の

ため 3～4 年前よりこち

らの物件を見ながらも到

底手が出せる状況ではな

かった。 

 

▲主に『この建物を下さ

い。何とかして下さい』と

何度も何度も訪問しなが

ら祈ってきた。 

 

▲取引のない大手銀行か

ら融資の話があり、本店

まで確認しに行くが本当

に融資してくれることが

分かった。また、他銀行か

らも融資の話を頂く。 

（収益の見込みのない事

業なのに融資決定） 

 

▲購入時も、主の働きで

当初の半値程の価格で購

入でき、温泉も通るよう

になった。また、雑草だら

けの施設が１つ１つ献身

の積み重ねで立ち上げら

れた東日本神学校が完成

した。 

 

▲お金がなくても、何度

も祈る中で神様が動いて

下さり、資金を準備して

くださった。『ならないこ

とも主の計画であれば、

なっていく』ことを体験

した。ただ主に栄光を返

す神学校になることを祈

ります。 



区域地教会（2017 年 11 月 5 日～11 月 11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】    「イエスがキリストであることを宣べ伝えるべき使命」(使徒 5:42) 

【讃美】          

【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）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 5 章 42 節 

 

そして、毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを宣べ伝え続けた 

 

   

  祈り 

愛のイエス様、今日もイエスキリストよ！あなただけが私に必要です。

私に刻印された創世記 3 章(私中心)、創世記 6 章(肉中心)、創世記 11

章(動機中心)の部分は、主イエスキリストの名前で打ち砕かれよ！私が

王、祭司、預言者のつとめを十分に果たすことができますように。 

特に、預言者として、この福音を味わい、教会で信者の方ともキリスト

を分かち合い、未信者にはキリストを宣べ伝える者として下さい。 

この預言者のつとめが負担ではなく祝福であることを味わえるように

してください。新しく立てらてた東日本神学校を通して東北地域の暗

闇が砕かれ、東北を生かす霊的指導者が建てられていきますように。

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 

 


