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1.今日のみ言葉 2.今日のお祈り 3.今日の伝道
▲コルネリオとペテロは三  今日   者     

1)コルネリオ
(1)使徒 10:4-6(彼は、御使いを見つめていると、恐ろし
くなって、「主よ。何でしょうか」と答えた。すると御

使いはこう言った。「あなたの祈りと施しは神の前に立

ち上って、覚えられています。さあ今、ヨッパに人をや

って、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロと

も呼ばれています)
①コルネオはローマの軍人でカイザリヤに駐在した

②コルネリオは 100人隊長であり成功をした人物。
③コルネリオは、ローマ人であるが全家族で信仰をする

程、ユダヤ教を熱心に信仰していた

④幻の中で、御使いにヨッパのペテロに出会うように

言われる。

－コルネリオの部下に命じてペテロを連れてくる。

(2)使徒 10:33(それで、私はすぐあなたのところへ人を
送ったのですが、よくおいでくださいました。いま私た

ちは、主があなたにお命じになったすべてのことを伺お

うとして、みな神の御前に出ております)
①「神の御前に出ております」－ペテロの言葉を人の

言葉ではなく神の御声として聞くと言った。

②神様の子供である私たちに神様が御言葉を下さる。

③講壇の御言葉を神の御声を聞くときにあらゆる

力を受ける。

④私たちの魂に神様の御言葉を植える時に大きな御業。

(3)マタ 4:4(『人はパンだけで生きるのではなく、神の口
から出る一つ一つのことばによる』と書いてある)
①悪魔は私たちが御言葉を聞けないようにする。

②講壇に立つ牧師の説教を神様の御声として聞く。

2)ペテロ
(1)使 10:13－15(そして、彼に、「ペテロ。ほふって食べ
なさい」という声が聞こえた)
・ペテロは神様の御声を聞いた。

(2)Ⅰサム 3:10(そのうちに主が来られ、そばに立って、
これまでと同じように、「サムエル。サムエル」と呼ば

れた。サムエルは、「お話しください。しもべは聞いて

おります」と申し上げた)
・サムエルのような姿勢で御言葉を聞くように。

▲祈りをする者となるべき。

▲ダニエル 6:10(ダニエルは、その文書
の署名がされたことを知って自分の

家に帰った。―彼の屋上の部屋の

窓はエルサレムに向かってあいてい

た。―彼は、いつものように、日に

三度、ひざまずき、彼の神の前に祈

り、感謝していた)
①ダニエルに力があるため地位を

ねらう人たちがダニエルを陥れよう

として祈りを禁止する法律を制定

する。

②困難の中でもダニエルは祈った

－ダニエルは自分の力、知恵がどこ

から来るのかを知っていた為祈る。

③ダニエルが結局は勝利した。

1)コルネリオ－使徒 10:2(彼は敬虔な
人で、全家族とともに神を恐れかし

こみ、ユダヤの人々に多くの施しを

なし、いつも神に祈りをしていたが)
(1)コルネリオはいつも祈りをした。
(2)祈りの答えを受けていた。

2)ペテロ－使 10:9(ペテロは祈りをす
るために屋上に上った)
(1)ペテロは祈りをする者であった。
(2)ルカ 22:42-43(「父よ。みこころ
ならば、この杯をわたしから取りの

けてください。しかしわたしの願い

ではなくみこころのとおりにしてく

ださい。」すると、御使いが天から

イエスに現れてイエスを力づけた)
①「この杯」は、自分が十字架にか

けられることである。

②イエス様は最終的に御心の通りに

して下さいと祈る。

③聖徒は神様の御言葉・御心の通り

にして下さいと祈る祈りが素晴らし

い祈りである－大きな力を得る

▲コルネリオは神様の御声を聞いてすぐに従った－伝道

1)コルネリオ
(1)使徒 10:24-26(コルネリオは、親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを
待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足もとにひれ伏

して拝んだ)
①コルネリオは親族、友人を集めて御言葉を聞こうとした－正しい伝道

②コルネリオは親族、友人たちがいる前でペテロの足もとにひれ伏して

おがんだ － 伝道のために自分のプライドを捨てた。

③関係者の方が神様の御声を聞くために、自分のプライドや立場を捨てて

対象者を導くべきである。

(2)使徒 10:44(ペテロがなおもこれらのことばを話し続けているときみこと
ばに耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった)
①コルネリオの伝道によって全ての親族、友人たちが救われた。

②集まった人々に聖霊がくだり救われた。

③神様が召された大使である方が牧師であると思って説教を聞く時に答え。

2)ペテロ
(1)使徒 10:21-23(それで、ペテロは、彼らを中に入れて泊まらせた。明くる
日、ペテロは、立って彼らといっしょに出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人

同行した)
①主はペテロに食べてはいけない食べ物を食べるように言われた。

②ペテロは神様が異邦人への伝道を願っていることを分かる

－ペテロは選民意識を乗り越えてコルネリオに伝道をした。

③伝道の為には先入観を乗り越えるように。

(2)使 10:38-40(それは、ナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力
を注がれました。このイエスは、神がともにおられたので、巡り歩いて良い

わざをなし、また悪魔に制せられているすべての者をいやされました。私た

ちは、イエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人

です。)
①キリストの役割(悪魔を打ち砕いた真の王・神様から離れた問題を解決した
真の預言者・偶像を拝む中で犯した罪を解決した真の祭司)
②神様は伝道者の生活をするために私たちを召された

－今日の御言葉、祈り、伝道をするべきである。

(2)使徒 10:43(イエスについては、預言者たちもみな、この方を信じる者はだ
れでも、その名によって罪の赦しが受けられる、とあかししています)
・伝道する人がいなければ救われない－先入観を捨てて伝道をする。

▲結論

①私たちは伝道者である、 ②私たちはコルネリオ、ペテロのような者。

③私たちは伝道者の生活、聖書的な伝道運動をするべきである。



区域地教会（2017 年 12 月 17 日～12 月 23 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】 「伝道者の今日の三つ」(使徒 10:1-8)

【讃美】 252「うたえうれしく」

【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 2:24－26(その翌日、彼らはカイザリヤに着いた。コルネリオ
は、親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロ

が着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足もとにひれ伏して拝んだ。

するとペテロは彼を起こして、「お立ちなさい。私もひとりの人間

です」と言った。)

祈り

天の父なる神様。毎日の生活の中で、御言葉、祈り、伝道を掴み

実践をする、伝道者の生活が出来るように私を導いて下さい。

神様の御声に耳を傾けて毎日の今日の御言葉を掴むことが出来ます

ように。神様が願われる祈りの課題を掴み、神様の御心を祈り

従順する者となれますように。コルネリオが全家族、友人を集めて

伝道をしたように、私の関係する人々に福音を伝達する計画を

今日も立てることが出来て、福音を伝達す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
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