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1.サタンと戦い 2.教会の勝利の約束 3.勝利をする秘訣 4部「1つでマスタープ
ラン」(ローマ16:25－27)

1)使徒 12:1-3(そのころ、ヘロデ王は、
教会の中のある人々を苦しめよう

として、その手を伸ばし、ヨハネの

兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユ

ダヤ人の気に入ったのを見て、次に

はペテロをも捕らえにかかった)
(1)ヘロデはステパノの殉教に続き
ヨハネの兄弟ヤコブをヘロデは剣

で殺した－ヘロデは、ユダヤ人が喜

んだのを見て迫害を続けた。

(2)ネロの皇帝は迫害を続けペテロ
とパウロは殉教をした。

(3)日本の教会がサタンの国をつぶ
し人々をサタンから救い出すこと

が使命である－人の戦いではない

2)黙示録12:13(自分が地上に投げ落と
されたのを知った竜は、男の子を産

んだ女を追いかけた)
(1)サタンは地上に投げ落とされた。
(2)「男の子を産んだ女」＝教会
(3)「追いかける」＝迫害をした
(4)黙示録 12:17(すると、竜は女に対
して激しく怒り、女の子孫の残りの

者、すなわち、神の戒めを守り、イ

エスのあかしを保っている者たちと

戦おうとして出て行った)
①教会は悪魔と戦う使命を持つ。

－使命を持つときに悪魔は恐れる。

②悪魔と戦う教会になる時に教会

は勝利をする。

3)エペソ 6:12(私たちの格闘は血肉に
対するものではなく、主権、力、こ

の暗やみの世界の支配者たち、ま

た、天にいるもろもろの悪霊に対す

るものです)
・教会は人と戦わず悪魔と戦う。

▲悪魔と戦い勝利をできるのが教会である。その根拠は聖書にある。

1)創 3:15(わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子
孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、

彼のかかとにかみつく)
(1)「おまえ」＝悪魔、「おまえの子孫」＝悪魔のしもべ(ヘロデ、
徳川幕府など)
(2)「彼」＝キリスト
(3)悪魔・悪魔のしもべとキリスト・教会との戦い。
(4)戦いをすると必ず教会は勝利をするが多少の被害はある。
(5)キリストが十字架で死んで復活をされた
－十字架で罪を赦し、復活により死・サタンに勝利をされた(マタ 28:18)

2)使徒 2:34-35(ダビデは天に上ったわけではありません。彼は自分でこ
う言っています。『主は私の主に言われた。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なさい。』）

(1)イエス様は復活をされてサタンの頭を足台にしている。
(2)旧約時代に戦争に勝利をした王は負けた国の王の頭を足台にした。
(3)キリストは復活をなされて死の力、悪魔の力、全ての力を打ち破っ
て昇天をされて現在はサタンの頭を足台にして勝利をしている

(4)キリストが悪魔の頭を打ち砕いたことを信じる。
－キリストの復活を信じる時に解放をされる。

(5)聖徒は十字架の死と復活を信じるように。
3)黙示 20:9-10(彼らは、地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営
と愛された都とを取り囲んだ。すると、天から火が降って来て、彼ら

を焼き尽くした。そして、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投

げ込まれた。そこは獣も、にせ預言者もいる所で、彼らは永遠に昼も

夜も苦しみを受ける)
(1)悪魔と悪魔のしもべは地獄に行くようになる。
(2)教会は必ず悪魔に勝利をするようになる。
(3)キリストは復活をして生きておられる主である。

4)使徒 12:23－24(するとたちまち、主の使いがヘロデを打った。ヘロデ
が神に栄光を帰さなかったからである。彼は虫にかまれて息が絶えた。

主のみことばは、ますます盛んになり、広まって行った。)
(1)迫害をしたヘロデは完全に打ち砕かれた－虫にかまれて息絶える。
(2)悪魔と戦うほど栄えるようになる。
(3)私たちはサタンを恐れる必要がない
－最後は必ず勝利をする。

▲教会が勝利する秘訣とは何か。

1）使徒 12:5(こうしてペテロは牢に閉
じ込められていた。教会は彼のため

に、神に熱心に祈り続けていた)
(1)ヘロデはペテロを殺そうとした。
(2)その時に聖徒が一つになって祈る
－復活した主が共におられる教会は

集まって祈るように。

(3)集まって礼拝・祈りをする
(使 12:12)－真の成功がある
(4)キリストが聖徒の主人である。
－主人として御言葉に従順をする

(5)講壇のメッセージで一つになる。
2）使徒 12:7(主の御使いが現れ、光が牢
を照らした。御使いはペテロのわき腹

をたたいて彼を起こし、「急いで立ち

上がりなさい」と言った)
(1)教会が一つになる時に奇跡。
(2)天使がペテロを監獄から連れ出す

3）ローマ 16:3-4(この人たちは、自分の
いのちの危険を冒して私のいのちを

守ってくれたのです)
(1)サタンに勝利をする教会は伝道と
宣教の為に全てかける(ローマ 16章)
(2)3つの弟子
①秘密決死隊－福音の為に命もお金

もかける人(死も貧しさも恐れない)
・死の武器を持つ悪魔から死の武器を

奪った(へブル 2:14)－死を恐れない
・重職者・教職者を中心に 4大献金
(十分の一献金、建築献金、宣教献金、
レムナント献金)に成功をする。
②レムナントミニストリー

③ホーリーメイソン－教会を建てる

▲結論：聖徒が一つになって礼拝する。

・勝利者キリストが主人の為恐れない。

序論

いやし

1．生まれながらのもの
長い間のもの(霊の病い）
2．キリストで答え
1)ヨセフ
創世記 37:1―11、共に
創世記 41:38

2)ダビデ、羊飼い
詩篇 78:70－72
Ⅰサム 6:13

3)初代教会
カルバリ、オリーブ

祈りと生活

使徒 1:1－14
3．一つのことから
全てが見える

1)未来、2)危機、3)共に
本論

1．牧師(講壇証人)
1)マルコの屋上の間
2)世界宣教
①正しい福音伝達

②全ての人に聞かせる

2．重職者(現場の証人)
1)使 1:14、2:9－11
11:19、12:1―25

2)ローマ 16:1―27
3)ローマ 16章 3弟子
3．ＲＴ(未来の証人)
1)使 17:1、18:4、⑲:8
2)順序
3)サミット
4)ローマ 16:25－27
結論－サミット

1．うらやましくない
2．世を恐れない
3．理由は必要ない
4．死の危機も関係ない
5．福音は隠されている



区域地教会（2018 年 1 月 14 日～1月 20 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】 「サタンと戦う教会」(使徒 12:1-17)

【讃美】 388 悪魔と戦え

【祈り】

①教会の祈りの課題

・「正しい癒し」「サミットの祝福」(本部元旦メッセージ)の成就のために。

・「日本と世界を生かす教会」(使徒 11:19－30)(福音宣教教会元旦メッセージ)の

成就のために。

・ 3 今日(御言葉、祈り、伝道)、 3 弟子(秘密決死隊、レムナントミニストリー、Holy Mason)、

3 サミット(霊的サミット、技能サミット、文化サミット)の契約を掴み成就を味わう。

・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

祈り

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

福音宣教教会
主管牧師：御国イザヤ

名古屋市中区栄 5丁目 23－8／tel:052-238-6003

主日(日曜)1 部礼拝 7:00 ／ 2 部礼拝 10:00 ／ 3 部礼拝 12:00


