
    年  月  日  週目 主日礼拝  日本 世界 生  教会  使徒          

私   神様 本当 神様     良 物 下   神様 御言葉 聞 従 者     与            神様 御声 聞 従 時 総合的 祝福 受   

福音宣教教会 対  神様 願  知  神様 御言葉 掴 従 時 驚   働  起          

1.神様の願い 2.福音宣教教会 3.キリスト者 4部「3弟子と 3サミ
ット」(使徒 19:21)

▲神様の願いは救いである

(1)キリストが十字架でサタンから解放し、罪を許し、
命を与えることを信じる。

(2)神様の子どもの祝福を受ける(①共に、②導く、
③祈りの答え、④暗闇を打ち砕く、⑤御使いを遣わす、

⑥天国の背景、⑦福音を伝える祝福)
1)申 28:1－2(もし、あなたが、あなたの神、主の御声によ
く聞き従い、私が、きょう、あなたに命じる主のすべて

の命令を守り行うなら、あなたの神、主は、地のすべて

の国々の上にあなたを高くあげられよう)
(1)御言葉に従う時に総合的な答えを受ける。
(2)元旦メッセージ(「正しい癒し」「サミット」)に従う。

2)創 12:1-3(あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父
の家を出て、わたしが示す地へ行きなさい。そうすれば、

わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、

あなたの名を大いなるものとしよう)
(1)神の願いは偶像を捨てただ主のみを信じること。
(2)アブラハムを祝福をするのでその祝福を持って
主の名を宣べ伝えることが神様の願い。

3)Ⅱサム 7:2(ご覧ください。この私が杉材の家に住んでい
るのに、神の箱は天幕の中にとどまっています)
(1)ダビデは救いの祝福を知った－主を愛する心が強い
(2)ダビデは神殿を建築することを願った
①神殿でキリストのみを愛し礼拝することを願った。

－この願いは神様と通じるものであった。

②結果として子孫を通してキリストが生まれた。

4)使徒 11:19-20(ところが、その中にキプロス人とクレネ人
が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシヤ人にも

語りかけ、主イエスのことを宣べ伝えた)
(1)キリストは全世界に福音を伝える事を弟子に託す
(2)エルサレム教会はユダヤ人だけが救われると言う考
えから脱却をすることができず世界宣教をしなかった。

(3)神様は仕方なく迫害によって全世界に弟子を散らば
るようにされて世界宣教されるようにされた。

－神様は正しい道に行くことを願い迫害をゆるされた。

(4)福音宣教教会は 1％福音化・宣教を掴む
－神様の願いを持ち続けて教会が祝福をされた。

▲福音宣教教会が受ける答え。

1)使徒 11:21(そして、主の御手が彼らとともにあっ
たので、大ぜいの人が信じて主に立ち返った)
・神様の願いを掴んだので当然主が成し遂げる。

2)使徒 11:23(彼はそこに到着したとき、神の恵みを
見て喜び、みなが心を堅く保って、常に主にとど

まっているようにと励ました)
(1)アンテオケ教会は強い信仰を持っていた。
(2)ただ礼拝、伝道と宣教の恵みを分かっていた。

3)使徒 11:24(彼はりっぱな人物で、聖霊と信仰に満
ちている人であった。こうして、大ぜいの人が主

に導かれた。)
(1)バルナバは素晴らしい牧会者であった。
－神様の願いを分かっている教会であったので

ますます多くの人が生かされた。

(2)聖徒が福音と伝道を愛しているのを見る時に、
牧師自身も恵みを受けて牧師も生かされる。

4)使徒 11:26(彼に会って、アンテオケに連れて来た。
そして、まる一年の間、彼らは教会に集まり、大

ぜいの人たちを教えた。弟子たちは、アンテオケ

で初めて、キリスト者と呼ばれるようになった)
(1)アンテオケで最高の聖徒がいたので最高の
牧師(バルナバ)、素晴らしい伝道者(パウロ)が
派遣される。

(2)パウロは伝道にオールインをした人物
－全聖徒がキリスト者と言われるようになった。

(3)神様はアンテオケ教会をますます祝福した。
5)使徒 11:29(そこで、弟子たちは、それぞれの力に
応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援の物

を送ることに決めた。)
(1)アガボを通して、大飢饉について預言をする。
(2)アンテオケ教会はその大飢饉に備えた。
(3)大飢饉がきたが他の人々を生かすほどの恵み
がアンテオケ教会にはあった。

(4)一つの国に正しい教会があればその国が祝福
－正しい教会が無ければ、国が災いを受ける。

▲どのようにして良い教会、良い弟子に

なるのか－アンテオケ教会の聖徒の

ようになるべきである。

▲アンテオケ教会はキリスト者

－ただキリスト、御言葉に聞き従う。

1)3今日－ヨハ 8:31(「もしあなたがた
が、わたしのことばにとどまるなら、

あなたがたはほんとうにわたしの弟

子です。)
(1)御言葉：主の言葉に聞き従う者は本
当に主の弟子である。

(2)祈り：神様の願いを分かり御言葉通
りになることが願うのが祈りである。

(3)伝道
2)ローマ 16:3－4(キリスト・イエスにあ
って私の同労者であるプリスカとア

クラによろしく伝えてください。この

人たちは、自分のいのちの危険を冒し

て私の命を守ってくれたのです)
(1)神様の願いの為には命の危険を
冒してでも主に従った。

－救いの素晴らしさを知っていたの

でそのようにした。

(2)3弟子の恵みを受ける
①秘密決死隊

－福音の為に命をかける。

②レムナントミニストリー

－レムナントを生かす。

③ホーリーメイソン

－日本で教会を建てる恵みを受ける。

▲結論

①王、祭司、預言者の務めがあるので

大胆に歩む。

②信仰を強めるためには礼拝で

御言葉を聞き続ける恵みを受ける。

③献金・献身をするべきである。

④神様の願いを掴みオールインする。

1．元旦メッセージ
1)正しい癒し
2)サミット
使徒 19:21 天命

3)日本と世界を生か
す教会

使徒 11:19－30

2．3弟子
1)秘密決死隊
ローマ 16:1－4

2)レムナント
Ministry
ヨハ 21:15－18

3)Holy Mason
ローマ 16:23

3．サミット
1)霊的なサミット
Ⅰペテ 2:9

2)技能サミット
3)文化サミット



区域地教会（2018 年 1 月 7 日～1月 13 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】 「日本と世界を生かす教会」(使徒 11:19-30)

【讃美】 268「世界中に宣べ伝えよ」

【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
使徒 11:19-20「さて、ステパノのことから起こった迫害によって散ら
された人々は、フェニキヤ、キプロス、アンテオケまでも進んで行っ

たが、ユダヤ人以外の者にはだれにも、みことばを語らなかった。

ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケ

に来てからはギリシヤ人にも語りかけ、主イエスのことを宣べ伝え

た。」

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。

神様の願いを御言葉を通して分かり、神様の願いに従う者になること

が出来ますように。特に、アンテオケ教会のように、福音、伝道、

宣教の契約を掴み、礼拝に命をかける者になれますように。

またアンテオケ教会のように国が祝福を生かされ祝福されるほどの

恵みを与えてください。私が、3つの今日を味わいながら、3つの
弟子としての祝福を味わうことが出来るように導いて下さい。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

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


